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みなさんとのコミュニケーションの場を目指して 

 たまご後援会会長 村田 忠義 

 

今から３０年以上前のことです。当時，私は延崎小学校に勤めていました。延崎小学校は小高い丘にあり，どの教室か

らも穏やかな瀬戸内海を望むことができました。１階に校長室や保健室があり，職員室は２階にありました。 

４月最初の勤務日。張り切って職員室に向かっていると，職員室の方から明るい歌声が聞こえてきます。誰が歌ってい

るのだろう？ 

「おはようございます。」「今日からよろしくね。」挨拶をされたのは，新任の中西柚香教頭先生でした。これが私と中西

先生の最初の出会いでした。 

中西先生は職員室でよく歌を歌っていました。私が知らない曲もありましたが，中西先生の歌声や笑顔のおかげで私た

ちは朝から明るく温かい気持ちになることができました。 

その中西先生や石川先生，前施設長の久保さんなどが中心となり，軽重に関係なく障害がある人が生き生きと活動でき

る場を作ろうと設立したのが，小規模作業所「たまご」です。小規模作業所「たまご」は保護者の願いを集めて社会福祉

法人「たまご会」となり，一昨年「あゆみ」保育所との統合も果たし大きくなりましたが，設立当時の理念や理想は脈々

と受け継がれています。 

 たまごは，小さな赤ちゃんから障害のある人，お年寄りまでが生き生きと活動し生きていくために必要な場をしっかり

と提供していくことを目指しています。そして，今，一歩一歩確実にあゆみを進めています。 

 たまごのあゆみ，素晴らしいなと思っています。心より応援したいです。 

後援会ではこれまで，会員の皆様からいただいた資金で，車椅子で乗り入れができる送迎車の提供や職員に全国大会で

学んでいただくための資金援助，広報誌の発行やたまごの行事への参加などを通してたまごを支援してきました。 

戦前・戦時下の広島・呉を舞台にした映画「この世界の片隅で」は心の中に生き続ける素晴らしい映画です。この映画

は多くの人の資金提供によるクラウドファンディングという方法で創られたそうです。 

 一人ひとりの力は小さくても，集めれば大きな力になることを示しています。  

 私たちたまご後援会では，広報誌「たまコミ」を通じて，たまごの利用者や職員が生き生きと活動 

している様子などを分かりやすく皆様にお伝えしたいと考えています。多くの皆様にたまごの活動を 

知っていただき，アリさんのようにたまごを支えてほしいのです。 

あなたも「たまご」の応援団に加わりませんか。多くの皆様のご参加をお待ちしています。 

あなたも「たまご」の 

 

応援団に加わりませんか 
 

 

2017 年度に後援会から車の寄付をいただき、 

ただいま納車を楽しみに待っています！ 

新車については次号たまコミにてお知らせ予定です！ 

 

と き 2017年 6 月 24 日（土） 

１１：００～ 第一部：たまご会 後援会総会 

１３：００～ 第二部：檜垣雅子＆MINORI コンサート 

           昨年末亡くなられた中西柚香理事(前)を偲びながら、ご自身がお好きだった 

歌などを交えながら、参加者全員で追悼したいと思います。 

場 所 社会福祉法人たまご会（呉市郷原町） 

 

2017年度 たまご会後援会総会のご案内 

新しい 
職員紹介 ４月より働かせていただいています。根っか

らのカープ女子で野球観戦が大好きです。たま

ご会の一員として、笑顔になれる居場所づくり

を目指していきます。よろしくお願いします。 
渡邊 弓子さん 

にこにこおひさま勤務 
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はじめまして。この度たまご会で働かせていただ

くことになりました。まだまだ未熟者ですが、皆さ

んと学び、成長していきたいと思います。これから

よろしくお願い致します。 
三浦 聡さん 

さんさんたいよう勤務 

障害者活動センターたまご勤務 

心機一転未知の分野で働かせていただくことに

なりました。初心忘れることなく精進していきたい

と思います。皆様のご指導よろしくお願いします。 

相田 孝志さん 

障害者活動センターたまご勤務 

４月からたまご会の職員になりました。まだまだ

分からないことだらけですが、信頼されるような職

員になるため頑張ります。よろしくお願いします。 

島﨑 祐介さん 

幼稚園に勤めていたので、保育園

は初めてですが精一杯頑張ります。

宜しくお願い致します。 

田村 由季さん 

あゆみ保育園勤務 
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障害者活動センターたまご勤務 

此の度たまご会でお世話になることになりました。これまで国際協力ボランティアの

フィールドで活動していましたが今回新たな分野でスタートすることとなりました。毎

日が発見の連続ですがよろしくお願い致します。 

齊藤 栄一さん 

編集後記 スタッフ募集中 

一緒に働いて下さる方を募集しています。 
詳しくは TEL にて直接お問い合わせか、

HP にてご確認下さい。 
 

http://www.tamagokai.or.jp 
TEL：(代)0823-70-3737（川上） 

 たまコミ 73 号リニューアル版、いかがだったでしょうか。法人の規模も
大きくなり、事業内容も多彩になってきたたまご会。これまでは郷原（障害
者活動センター）に関連する話題が中心でしたが、今回からは対象を法人全
体に拡げ、法人の広報誌として位置付けることを意識しました。村田後援会
長はじめ、各事業所から広報担当者が集まり、定期的な編集会議を設け完成
したのがこの度のリニューアル版です。後援会員のみなさまへ、私たちがお
伝えしたいことや、日々の出来事を積極的に発信します。内容から関係者の
体温や吐息を感じていただけましたら幸いです。（室） 

版 

村田会長 

 

たまご会で勤めさせて頂くことになりました。

子どもたちやご家族の皆さんがほんわか笑顔にな

れるよう頑張っていきたいと思います。皆様、どう

ぞよろしくお願い致します。 
古澤 文子さん 

さんさんたいよう勤務 



 

  

社会福祉法人 
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呉市郷原 

にあります！ 

今後のたまコミにてご紹介いたします！ 

各事業の案内は、 

ケアホームたまご 
郷原には 

もあります！ 

障害者活動センターたまご 
障害者活動センターたまご【多機能型事業所】 

生活介護センターたまご【生活介護事業】 

レスパイトルームたまご【短期入所・日中一時支援事業】 

ケアホームたまご【共同生活援助事業】 

相談支援センターたまご【特定相談支援事業】 

せせらぎグループ 
クッキー・  

 アイス工房 

 
ひだまりグループ 

さざなみグループ 

そよかぜグループ 5つのグループで 

日中活動をしています！ 
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福祉センターたまご 

のご案内 

呉市中央 

にあります！ 

ヘルパーステーションさんぽ 

学童クラブ 

あゆみ保育園【保育所】 

あゆみ学童クラブ【学童保育】 

にこにこおひさま【児童発達支援・放課後等デイサービス事業】 

相談支援事業所おひさま【障害児・者相談支援事業】 

ヘルパーステーションさんぽ【介護・障害福祉・地域支援事業】 

障害者支援センターたまご【生活介護事業・日中一時支援事業】 

 

にこにこおひさま 

障害者支援センターたまご 

3歳児（きりん組） 

1歳児（うさぎ組） 

0歳児（こりす組） 

4歳児（ぞう組） 

2歳児（らいおん組） 

相談支援事業所おひさま 

(6月開所予定) 

さんさんたいよう 

5歳児（くじら組） 



 

  

 昨年（２０１６年）の夏から、あゆみ保育園のくじら組（年長）さんと、たまご会の仲間と一緒に

ドラムサークルを楽しんでいます。ドラムサークルは、みんなで輪（サークル）になって、タイコや

打楽器を演奏して即興のリズム音楽を創ります。音楽には不思議な力があり、一緒にタイコを叩いた

り、歌ったり、踊ったりしていると、一体感を感じ始めます。音を大きくしたり、小さくしたり、ア

クセントをつけたりすることで、その一体感は高まっていきます。そんな音楽の力を利用して、障害

のある方と子供たちを仲良しにしよう、という目的でドラムサークルをやることになりました。 

保育園児とのドラムサークルの経験が無かったので、初めはどうなる事かと心配していました。そ

れは、僕だけではなく、普段小さな子供たちと触れ合うことがあまりない、たまご会の仲間も心配な

様子でした。しかし、実際に始まってみると、子供たちは「こんな風に叩きたい！」とか、「踊りた

い！」と、次々にアイデアを出してくれて、３０分のドラムサークルはいつもあっという間に終わり

ます。そして、子供たちもたまご会の仲間も、毎回のドラムサークルを楽しみにしてくれるようにな

りました。子供たちは遊びの天才！ 終わった後の片付けも、タイコを積み重ねたり、並べたりして   

毎回いろんな『タイコケーキ』を作って帰っていきます。そんな純粋な子供たちの 

気持ちにたまご会の仲間だけでなく、僕も、スタッフの皆さんも、みんなの距 

離が縮まっていったような気がします。 

４月からまた新たな年長さんと一緒にドラムサークルを楽しむことになっ 

ています。楽しく叩く日もあれば、ケンカしてしまうこともあるかもしれま 

せんが、一年を通していろんな経験をして、また一緒に素敵なリズム音楽を 

作っていきたいな、と思っています。 

１日に１０人    

 児童発達支援事業(乳児、幼児)   ６名 

 放課後等デイサービス(小学生)    ４名 

           合計    １０名 

現在実施している「にこにこおひさま」の事業は契約が一杯で、申し込みの電話がかかって

きても、昨年秋ごろからお断りをしています。 

特に、水泳療育、構音指導は、他におこなっているところがほとんどないことから、利用し

たい、増やしてほしいという多数の声がありました。 

このことがきっかけで新規事業所を立ち上げることにしました。 

 

月曜日～金曜日 

児童発達支援事業(乳児、幼児) 

９時３０分～１６時 

放課後等デイサービス(小学生) 

１６時～１８時 

 

 子どもたち、ひとりひとりが持っている可能性を大切にし、それぞれの個性を育みな

がら、地域社会の中でその子らしく生活がおくれるように、次のことを目指しています。 

  

個別や集団での遊びや生活を通して療育を行っていきます。具体的な療育内容は「構

音指導」、「水泳療育」、「感覚統合や体を整えるあそびや活動」、「ダウン症の赤ちゃん体

操」などです。 

言語聴覚士、水泳インストラクター、作業療法士、ダウン症の赤ちゃん体操指導員、保

育士が対応します。 

また、育児の不安や悩みに対して、保護者の方の相談にも応じ、保護者の学習会や、

保護者交流会を行います。 

 

きっかけ 

さんさんたいようの目標 

 ・生きていく力をつけよう 

 ・豊かな個性を持ち、自分の思いを表現しよう 

 ・自分も友達も大好きになり、人とつながりながら生活しよう 

 

サービス内容 

療育提供時間 

定 

員 

連絡先：0823-24-0718（仮） 

卒園 
あゆみ保育園 年長担当：小林 恵 

「さんさんたいよう」開所決定！！ 

（児童発達支援事業・放課後等デイサービス事業） 

※こちらは仮の電話番号で、 

にこにこおひさまにつながります。 

 

３月１９日  
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 ３年間受け持たせてもらった子供たちが、卒園を迎えました。あゆみが認可されて初めての卒園で

す。感慨深いです。子供たちはあゆみっこらしい友達大好きなクラスに育ちました。１３人で元気でパ

ワフル、思いがすれ違いトラブルも日常茶飯事でしたが、喧嘩をしても友達が大好き。取り組みでは、

できない友達ができたらお祭りのようにさわいで、困っていたら、自分のことより先に友達を見てあげ

る。そんな皆が私の自慢です。 

友達大好きな皆ですから、小学校に行っても仲間と共に色んなことに挑戦して楽しんでくれると思い

ます。皆と一緒に過ごせたあゆみでの毎日。本当に楽しかったです。ありがとうございました。 

ドラムサークル：上野友敬先生より 

上野先生 

 卒園おめでとうございます 



 

イベント用ケーキのメニュー 

シビックマーケット 

福祉センターたまごまつり 

出店！販売中！！ 
毎週水曜日 10：30～14：00 呉市役所新庁舎 1F

で開催されている‘シビックマーケット’に、たまご会

の商品を販売することになりました！！ 

シビックマーケットとは、障害者就労施設共同販売事

業として呉市内にある就労施設で、障がいのある方々が

心を込めて作った商品を販売しています。 

 今年度から、たまご会も初参加。たまご会は 4 月 12

日(水)～隔週で出店してま～す。 

呉市役所にお越しの際は‘シビックマーケット’へ 

ぜひお立ち寄りください。（郷原：鈴木） 

 

※市役所の休館日は、シビックマー

ケットもお休みになります。 

た ま ご 会 の 

活 

クッキー工房より 

イベントなどで手作り・デコレーションができるケー

キの販売を今年度限定で始めました！ 

TEL：0823-70-3737/FAX：0823-77-1840 

ご注文は… 

昨年度２０１６年 11月 6 日（日）に行われた福

祉センターたまごまつりが、今年度は６月４日（日）

に開催されることになりました。 

 

昨年度の様子 
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クッキーや陶芸品など、たまごオリジ
ナル商品を多数販売しています。 

①しっとりフワフワ♪スポンジケーキ 

②フワッフワ ❤ シフォンケーキ 

③濃厚で食べごたえあり！ガトーショコラ 

④しっとり甘め♫スフレチーズケーキ 

⑤酸味がしっかり☆ベイクドチーズケーキ 

定番商品も好評販売中です！！ 

ぜひ、 

お越しください!! 

ありがとう会 

動 

 呉港高等学校ブラスバンド部のみなさんがたまご会に

来て下さいました。恒例になってきた演奏会は、仲間も職

員もとても楽しみにしています。演奏会が始まり、仲間は

少し緊張気味の様子でしたが、素敵な音色が流れ始めると

自然に体がユラユラ動き始め、笑顔がいっぱいに。 そし

て、演奏の中には仲間が知っているなじみある曲も…

「恋」「それ行けカープ」「昭和歌謡メドレー♪」など、仲

間は手拍子したり、歌ったり踊ったりと絶好調↗↗↗最高

に盛り上がりました。「もっともっと聴きたい」と仲間の

アンコールにも応えて下さった呉港高等学校のブラスバン

ド部のみなさん、心に響く演奏、楽しいひとときを本当に

ありがとうございました。（郷原：平） 

 利用者や職員の増加に伴い、昨年 10 月から駐車

場拡張！工事に携わって下さったのは、ボランティ

アの鈴木さんとたまご会職員有志。 

 重機を使いブロックと砂を敷き詰めていく埋め立

て工事から開始し、砂利で敷地整備、ブロックのズ

レ防止にコンクリート詰めも…拡張工事は着々と進

み、駐車場の縄張りと駐車止めの設置で駐車場完

成！ 自分たちの手で、何でもこなす！！頼もしい

姿。 

それもそのはず、彼らこそ、4 年前にたまご会の

避難路『ひだまりの架橋』の工事にも携わって下さ

った方々。いつも、たまご会の施設整備に力を貸し

ていただき、みんなで感謝の気持ちを伝えようと完

成式を行いました。 

 仲間から心を込めて作った感謝状を送り、歌のプ

レゼントで喜んでいただきました。「ありがとう」

と「これからもよろしくお願いします」の思いがい

っぱい詰まった良い式になりました。（ボランティ

アの鈴木さんは新年会で綿菓子作りもしてくださ

り、仲間は大喜び♪ありがとうございました。）（郷

原：平） 

呉港高校ブラスバンド部演奏

2月 10日  

いつもたまごのために 
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2月 18日  

拡張工事完成の新駐車場 

 

鈴木さん！ 

いつもありがとう 

  ございます！ 

 

鈴木さん 

 


