
 
 

 

 

 

 

 

桃の節句も過ぎ、いよ

いよ春が間近となりま

した。寒さと雪の季節が

終わり、すべてがまた新

しくはじまる…そんな

清々しさを感じるのは

筆者だけではないでしょう。新しい春の訪れに寄せる

思いは、津軽に暮らす人にとってはひとしおでしょう。 

こと、筆者の園ではこの春、園舎の移転新築工事が完

了します。筆者をはじめ保育者はもちろん、子どもたち

も、保護者の方々も待望の春となります。新園舎は大き

く快適になるだけでなく、園庭も広くなり、屋上からは

川のせせらぎと岩木山を臨み、敷地の片隅にはポプラ

の高樹がそびえるなど美しい自然に囲まれ、まさに「み

どりの風」を冠するこども園にふさわしい環境となり

ます。認可外としての開設から３５年、存続危機にあっ

て経営再建の命を背に

筆者が園長に赴任して

から２０年。ここまで

の道程には、語るに余

るほどの紆余曲折のド

ラマがあっただけに、

関係者にとっては「悲

願」達成であり、「奇跡」

ともいえる瞬間が眼前

に迫っていることになります。 

この間、一貫して私たちが掲げてきた、保育を実践す

る上での根本的な想い、すなわち理念は「いつも子ども

が真ん中です」というものでした。この理念は、「常に、

子どもたち１人ひとりが『主人公』の保育にこだわり続

けること。私たち保育者の心の軸に『子ども第一』を置

き続けること。そして、保護者・家族、地域の方々、私

たち保育者の子育ての輪の『中心』に子どもがいるこ

と」を目指すものでした。今で言う「児童の最善の利益」

を考慮した保育実践と言えるでしょう。ですから、私た

ちは何も特別なことを掲げたり取り組んだりしてきた

のではなく、ごく当たり前のこととして誠実にそして

着実に保育を実践してきたことになります。しいて言

えば、後戻りできない立場にある者ゆえに、慎重さや謙

虚さが他よりも秀でていたことが結果を好転させたの

かもしれません。 

ところで先月、韓国の平昌で開催された冬季オリン

ピックのＮＨＫの放送テ

ーマソングは、ＳＥＫＡＩ 

ＮＯ ＯＷＡＲＩが歌う

『サザンカ』という歌でし

た（パラリンピックも同じ

です）。目標に向かって努

力を続ける友を傍で見守

りながらそっと応援する

…とても優しくすてきな歌で、ご存知の方も多いこと

でしょう。この歌の中に次のような詩があります。 
 

♪夢を追う君へ 思い出して つまずいたなら 

   いつだって物語の主人公は笑われる方だ 

人を笑う方じゃない と僕は思うんだよ♪ 
 

聞いていると、いつの間にか涙が溢れてきます。一人

ひとり違う人生という長い長いレース。それは孤独な

戦いと言ってもよいかもしれません。その主人公は笑

われる方、つまり勝者や成功者ではなく、失敗したり泣

いたり、転んで泥んこになったりして、まわりから笑わ

れる方でいいんだ…。そう思うと、また夢に向かって立

ち上がる力が湧き、そこからまたその人だけの物語は

続いていく…。この曲は、子どもたちをはじめ、悩みや

迷いを抱えてこの世を生きるすべての弱き者への応援

歌のように思います。 

とりわけ未来に向かって生きる子どもたちには、就

学以降、否が応でも競争や格差が待ち構えています。い

じめや差別、受験地獄にも遭遇するかもしれません。そ

れらを前提に、「頑張れ」「強くなれ」と言うのは簡単で

あり、いささか無責任すぎます。子どもたちは私たちが

考えるよりも大変な世界を生きているのであり、何よ

りも私たち大人よりも

ずっとか弱いのです。

だから『サザンカ』の歌

のような優しさで包ん

であげたい、と思うの

は私だけでしょうか。 

この春、子どもたちの卒園と共に、私も本欄を卒業す

ることとなりました。三年間、お付き合いいただきまし

てありがとうございました。みなさまにとって素敵な

春となりますよう、そしてこの世のすべての子どもた

ちの未来に幸多きことを心からお祈りします。 （了） 
 

（本稿は、理事長（みどりの風こども園ひろた園長）が執筆して

いる「陸奥新報『つがる・子ども歳時記』第３０号」（最終号）

を加筆修正したものです。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学ぶべき春よ 

 
学ぶべき春よ。春の力よ。 

春は偉大なる教育者である。この偉大なる教育の 

力は、天地すべてのものに自発的開張の力を与えて 

もの皆啓（ひら）き、解け、発せざるはない。 

萌芽は生え出て、堅きつぼみは解け、虫は蟄（ちつ） 

を啓いて出る。生々育々、生きて動かざるはない。 

 … 欲しいものは春の化身の力である。頑（かたくな） 

な冷たい地殻を和らげて、そこに若草を萌えしむる 

力である。花を咲かせる力である。鳥を歌わせる力 

である。蝶を舞わせる力である。 
 

この一節は、日本の幼児教育の父と称される倉橋惣

三（1882 年‐1955 年）の名著『幼稚園雑草』からのも

のです。本紙ではすっかりお馴染みの方です。 

北国に暮らす人々にとっては待望の春がやってきま

した。こと子どもたちにとっては、園舎内中心の生活

から、心を開放し、四肢を存分に伸ばして、戸外へと

飛び出す季節到来です。やわらかな春風と陽光の中、

タンポポを摘み、チョウを追いかけ、自然に口ずさむ

ことでしょう。倉橋先生曰く「偉大なる教育の力」が

確かにそこにはあります。 

私たち、およそ 100 人のあおもり愛育会の保育者

は、春に学び、春の教育・保育を実践して参ります。 

今後とも、ご理解とご支援をお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

第７号 の TOPIX  
１ 「みどりの風こども園ひろた」が 

みどり町 3 丁目から 2 丁目へ新築移転 
 

２ ひろた旧園舎は地域貢献活動拠点センター 
「みどりの風オアシス」として整備へ 
 

３ 系列４園の 29 年度決算概要がまとまる 
1 年間、総じて好況で推移の見通し 

 
４ あおもり保育みらいサポート、３園を調査評価 
 
５【子育てルポ】「つがる・子ども歳時記」最終稿 
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法人シンボルマーク・コンセプト 

太陽は保護者・地域・園を表し、その 

温かな日差し（愛情）の下で、子ども 

たちが生き生きと過ごす様子を表現し 

ています。また、大地に立つ子どもが 

未来を見通す先には、地域社会全体が 

笑顔になる幸せな未来（四つ葉のクローバー）がある… 

シンボルマークにはそんな想いが込められています。 

社会福祉法人あおもり愛育会 会報 TOPIX５ 

子育てルポ  

未来を生きる子どもたちへの応援歌 
夢を追う君へ  
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みどりの風こども園ひろたが、 

５月１日より新築移転。 
 

平成 29 年 11 月から工事中でした「みどりの風こど

も園ひろた」がこの 5 月から、それまでの「みどり町 3

丁目」から「みどり町 2 丁目」へと新築移転しました。こ

れに伴い、法人本部も 2 丁目へと変更になりました。 

新園舎は約 1,000 ㎡の面積でこれまでの約１.５倍、園

庭は約 1,150 ㎡とこれまでの 2 倍余りとなり、また、保

護者駐車場は１４台、職員駐車場は約４０台を確保できま

した。（この他に、園舎裏手には、更に３０台超の駐車ス

ペースがあります。） 

園舎は、みどりの外壁が光沢を放ち、０歳保育室から５

歳児保育室までは、園庭を囲むようにウッドデッキでつな

がっています。園内は木造ならではの柔らかな雰囲気が感

じられるように、木目の建具を使用し、熱帯魚水槽、隠れ

家的なわくわくコーナー、図書コーナー、トミカコーナー

等々、楽しい空間を演出しています。また、広い遊戯室、

地域子育て支援室、相談室、プール遊びなどのできる屋上

などもあります。 

この移転により、ひろたの認可・利用定員は１０名増員

して１５０名となり、正真正銘、市内で一番大きい園とな

りました。今後は、園庭の固定遊具増設や緑化工事も計画

的に進めて参ります。お近くにお越しの際は、ぜひ、お気

軽に見学等にお立ち寄りください。 

 

 
 

ひろた旧園舎を活用して「地域活動拠点

センターみどりの風オアシス」を計画。 
 

平成 30 年 5 月 1 日からの「みどりの風こども園ひろ

た」の新築移転により、旧園舎を活用して、広田団地周辺

の方々の福祉・子育て支援等の地域貢献活動に活用してい

ただくべく計画を策定していくこととなりました。 

旧園舎は築 35 年になりますが、耐震やむ水まわり等に

も問題がないことをふまえ、また、膨大な解体撤去費への

市からの補助金が出ないことなどから…ほとんどの市町

村では 7 割ほど補助が出るのですが、五所川原市は財政

難のため補助できないようです…園舎を残すことに伴っ

てのものです。 

計画では、増え続ける栄小学校等の学童保育のニーズへ

対応するための学童保育センターや、単親家庭等の親子を

対象としたふれあい食堂・学習支援、空き保育室を地域の

会合や文化活動へ貸し出しすることなどを検討中です。 

昨春からの社会福祉法人制度改革により、すべての社会

福祉法人には「地域における公益的な取り組み」いわゆる

地域貢献活動が努力義務化されています。当法人もこれに

ならい、旧園舎を「地域貢献活動拠点センターオアシス」

と名付けて、できる限りの地域貢献を果たして参ります。 

 ▲玄関、なんと自動ドアです♪ 

 ▲図書コーナー       ▲わくわくコーナー 

 

 

系列４園の決算がほぼまとまり、 
すべての園の経営が好調に推移。 

 

平成 29 年度の当会が経営する４つの認定こども園の

決算がほぼまとまりつつあります。お蔭様で、いずれの園

も子どもたちの入園が一年を通して続いたため、増収増益

の 1 年となりました。 

ひろたは新築移転工事により、積立預金の取り崩しや本

部からの繰り入れがあったため、決算時点の収支差額の算

定は少々複雑ですが、他の 3 園は、今後の経営継続・充

実に向けての計画的な人件費や施設設備整備の積立預金

化も可能となる見通しです。 

詳しくは、６月に開催予定の理事会、それに続く評議員

会での議決後に、各園窓口やホームページ等で公開いたし

ますので、もうしばらくお待ちください。 

 

 

あおもり保育みらいサポートが、 
開設初の第三者評価調査・評価を実施。 

 

県内で５番目の福祉サービス第三者評価機関として県

知事から認可を受けていた、当法人の公益事業である「あ

おもり保育みらいサービス」が、このほど、開設以来初め

てとなる調査評価を実施しました。 

受審していただいたのは、青森市の「しらかば保育園」、

つがる市の「もりた保育園」、平川市の「こども園あらや」

の３園です。いずれの園も、およそ１年をかけて受審のた

めの準備を進められてきたこともあり、「保育の質を高め

たい」の想いが、職員一人ひとりの胸や園の随所に感じら

れていました。 

調査評価結果は当会（みらいサポート）のホームページ

からもご覧になれます。 

私ども系列 4 園も、青森県社会福祉協議会に委託して

今年度から順次第三者評価を受審する予定ですが、上記の

園に負けないよう励んで参りたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

TOPIX 1 ひろた新築移転完了 

TOPIX 2 地域貢献、計画着手 

TOPIX 4 ３園を調査・評価 

決算概要がまとまる TOPIX 3 

系列４園の園長からのメッセージ 

所 在 地 五所川原市みどり町三丁目 93-1 

利用定員  １50 名 

事業内容 延長・一時預かり・休日・障がい児・学童・ 

     地域子育て支援・病後児 
 

園の近況 

新園舎での生活に子どもたちだけでなく、保護者の方

も、地域の方も、そして職員一同も、心をはずませる毎

日です。この新しい地で、みなさんとの出会いに感謝し

ながら、子どもたちの幸せのために精いっぱい、充実し

た保育を提供したいと願っています。（渡邊建） 

所 在 地 五所川原市金木町川倉七夕野 84-66 

利用定員  105 名 

事業内容 延長・一時預かり・休日・障がい児・学童・ 

     地域子育て支援 
 

園の近況 

定員を１１０人から 105 人へと少し下げて 30 年度の

保育がスタートしました。今春は 2 人の新卒保育者が

加わり、ますます元気いっぱい・笑顔いっぱいの職員集

団となりました。金木地域の子どもたちの幸せのため

に、そっと、あたたかく、支えて参ります。（濱谷） 

所 在 地 鰺ヶ沢町大字建石町字島田 124-3 

利用定員  35 名 

事業内容 一時預かり・休日・障がい児・学童 
 

園の近況 

鯵ヶ沢中心部のお子さんの入園が断続的にあり、園児

も職員も徐々に増えてきています。古くて使い勝手は

決してよくない園舎・設備ですが、愛情をこめた丁寧な

保育を目指す人的環境と、豊かな自然に囲まれた広々

とした園庭はどこにも負けないつもりです。今年度も

心豊かな保育をお約束します。（渡邊ル） 

所 在 地 五所川原市相内 258-1 

利用定員  30 名 

事業内容 一時預かり・障がい児・地域子育て支援 
 

園の近況 

民営化から 3 年目を迎えました。木製遊具も数基更新

することができ、子どもたちは雪解けを待って大喜び

で遊んでいます。また、地域のさまざまな方とのふれあ

いや行事への参加等を通じて、明るく健康的な毎日を

過ごしています。園児の減少が悩みの種ではあります

が、精いっぱいの愛育を務めて参ります。（長利） 

本紙の感想をはじめ、地域の子育てをめぐるご意見がございましたら、お気軽にお寄せください。私どもでできること、

地域のみなさまや行政と一緒にできることなど、いろいろと考えて参りたいと存じます。 

→ 社会福祉法人あおもり愛育会 フリーダイヤル☎0120-338875 

※匿名によるお申し出には対応できないことがございます。前もってご了承ください。 


