
 

 

 
 

６月１９日（金）、新型コロナウイルス感染対策のう

ち、他県をまたいでの移動自粛が解除されました。これ

からは３密（密集、密接、密閉）を避ける、マスクを着

用する、人と人との距離を保つ（ソーシャルディスタン

ス）など、いわゆる「新しい生活様式」を守ることで、

全国各地へ、仕事だけでなく旅行・レジャーにも自由に

出かけることができるのです…と安倍首相が会見で述

べていました。とはいえ、いまだに東京では数十人規模

で、その他の都市部でもあちこちで感染者が毎日確認

されています。そのような中での移動自粛の解除は、個

人的にはちょっと早いような気がしますが、重要な仕

事や家族の介護などで県を越えての移動をそれまで自

粛していた人たちにとっては、どんなに待ち望んだこ

とでしょう。ただし気になるのは、同時に「接待を伴う

飲食店の営業自粛も全面解除」されたことです。夜の街

での感染が若い人たちだけでなく、やがては幅広い世

代で増えることが心配されます。 

それはさておき、この自粛解除を

機に、私共あおもり愛育会４園でも、

保護者の園内立ち入り制限をいつか

ら緩和できるか、また、さまざまな

行事をいつ頃からどれくらいまで以

前のように戻せるかなどについて協

議に入っています。当面は１学期いっぱいまでを予定

していました。（※ちなみに、認定こども園は「学期制」

が基本です。夏休みや冬休みを設けている園もありま

す。もちろん認定こども園の学期制の多くのは、３歳以

上児クラスを対象にした形式的なもので、当園でも実

際に学期ごとに通信簿があったり長期間休んでいただ

いたりすることはありません。） 

その当面の予定を早めるべきか、それとも予定通り

とするか、あるいはもっと遅らせるべきか…とても悩

みどころです。何しろ前例がないのですから。小中学校

の大半はいたって慎重で、主要行事のほとんどを中止

や延期としているようで、正直あまり参考にならない

のです。制限や自粛、中止や延期はリスクを避けること

はできるものの、それだけでよいのだろうか？同時に

考えてやらねばならないこともある

のでは？と思い悩んでしまいます。

もちろん、保護者に関わる行事につ

いては、開催の是非や日時の決定を

あまり先延ばしすることはできない

でしょう。でも、仕方がないから今

年は我慢させようと早々に決めてしまうのは絶対にあ

ってはならないと思います。 

来年がある子はまだよいかもしれませんが、こども

園では年長さん（５歳児クラス）、小学校なら６年生、

中学校や高校では３年生は、さぞかしつらいことでし

ょう。あどけない年長さんでさえ最後となる運動会や

お遊戯会を楽しみにしているのですから、修学旅行に

行けない生徒たちはどんなに悲しいことでしょう。修

学旅行を学校生活から奪われてしまったら、私ならシ

ョックで立ち直れないかもしれません。 

いずれにしても、当会が経営する

各園はできるだけ早期に（特に年長

さんを優先して）制限の解除を進め

たいと考えています。ただしそのた

めには、先に述べたように３密を避

けるなどの新しい生活様式を守る

ことが絶対条件となります。そしてとにもかくにも、私

たち大人が新型コロナウイルスに感染しないよう気を

つけることです。そうでなければ、かけがえのない子ど

もたちの健康も、大切な楽しい思い出も創ってあげら

れないではありませんか。 

言うまでもなく、子どもたちを育て上げるのは私た

ち大人の義務です。そして、子どもたちが生きていくた

めに望ましい環境や社会を創るのも私たち大人の責務

です。それらを果たしていくためには、「本当に大切な

我慢」があると思います。それは何よりも「ルールを守

る」ということです。世界や国が定めた法律もそうです

が、一番大事なのは、身近にある「ごくごく小さなルー

ル」です。その小さなルールを守ることは「マナー」や

「常識」と言うこともできます。挨拶や返事をする、感

謝する、ねぎらう、謝る、自分勝手に行動しない、暴力

をふるわない、嘘をつかない、困っている人には優しく

してあげる、大人よりも子どもを優先する、ゴミが落ち

ていたら拾う、安全運転をするなどなど、挙げればきり

がありません。そんな「マナー」や

「常識」の積み重ねがきっと自分と

まわりの人の心を温かくし、やがて

は子どもたちが住みよく育ちやすい

世界ができていくのだと信じます。 

間もなく夏本番です。マスク生活

もつらい時期になります。国からはプール遊びの自粛

要請の通知も入っています。今夏はプール活動を中止

した学校もあるとか…。さてさて、こども園ではどうし

たらよいものか…？ と、いろいろ悩みは尽きません。

日本の夏、コロナの夏に、私たちは保育理念「いつも子

どもを真ん中にです」を基本に、知恵をしぼっていくこ

とになります。           （理事長：記） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コロナ禍に保育をどう守るか 
 
新型コロナウイルスの流行が世界中の人々の生活を

一変させています。密接・密集・密閉を意味する３密

はわかりますが、ソーシャルディスタンスだのステイ

ホームだの、よくわからない聞き慣れない言葉が社会

に蔓延するようになりました。不織布マスクや消毒用

アルコールはいまだに高額で、購入するには勇気が要

ります。本当に大変な時代です。 

保育の現場にもたくさんの影響が出ています。朝の

検温・手指の消毒はもちろんですが、３密の回避やマ

スクの着用も一般化しつつあります。加えて、保護者

の園舎内への立ち入り制限、保育参観の中止、運動会

の縮小や親子遠足の延期などを講じてきました。この

ままでは夏祭りやプール遊びもできなくなるかもしれ

ません。まさに、子どもたちには厳しい我慢の日々が

続いています。 

そのような日々の中で、少しだけプラスの面も感じ

られています。それは大きな行事が少なくなった分、

子どもたちや職員には準備や練習の負担がなくなり、

ゆとりのある日常が多くなったことです。また、これ

まで普通に実施してきた行事は本当に必要なものだっ

たのか考え直す好機にもなっています。 

新型コロナウイルスとの闘いと共に、私たち愛育会

の保育者には、子どもたちとその家族に必要な保育を

どう守っていくか創意工夫が試されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

第９号 の TOPIX  
１     ６月の定時評議員会にて令和元年度決算が 

承認されました 
 

２ かなぎの移転新築事業を盛り込んだ「社会 
福士充実計画」を修正し、県に再申請へ 

 
３ かなぎが２度目の福祉サービス第三者評価 

を受審、好結果を得る 
 
４ より快適な環境へ…エアコン整備が進む 
 
５ 待望のみどりの風ルミナス着工へ 
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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 子育てエッセー  

日本の夏、コロナの夏 
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令和元年度決算が承認されました。 
 

去る６月１６日に開催された定時評議員会で令和元年

度決算が事業報告とともに承認されました。令和元年度は

前年度同様、法人が経営する４つの認定こども園で園児の

入園が順調だったこともあり、ひろたが 1,900 万円、か

なぎが 3,300 万円、たていしが 1,100 万円、あとむが

1,４00 万円の、合わせて 7,700 万円の積立預金を計上

することができ、法人本部を含む全体では 4 億 4,250 万

円余の積立預金を保有することとなりました。 

なお、ひろたの園舎建設のための借入金は約 6,800 万

円 余 り となって

います。 

また、今回の決

算を経て、あらた

めて社 会 福 祉充

実残額が 9,258

万 円ほどと な っ

たため、昨年策定した令和５年度までの社会福祉充実計画

を修正し、あらためて県知事の承認を申請することとなり

ました。（充実計画については下を参照ください。） 

 

 
 

かなぎの移転・改築へ一歩前進しました。 
 

上記のように令和元年度決算で生じた社会福祉充実残

額が 9,000 万円超となったことから、令和 4～5 年度を

目途とするみどりの風こども園かなぎの移転新築を目指

す社会福祉充実計画を更に具体化した修正版が、先般の

定時評議員会で承認されました。今後、県知事から承認さ

れ次第、移転候補地の所有者との売買交渉や基本設計等に

入ることになります。 

現在かなぎが立地する環境は、県内でも屈指の広さを誇

り自然にあふれ、移転するにはとても名残惜しいのですが、

どうしても広すぎる

ゆえに、冷暖房・清掃・

草刈・除雪などの効率

が悪いというデメリ

ットがあります。ま

た、ここ最近は木造部

（3 歳未満児棟・調理

棟）のシロアリ食害

や、調理棟の耐震性の

問題もあり、市からも早期の改築は止むなしとの見解をい

ただいております。 

金木市街地中心部に近い場所への移転新築により、今よ

り更に快適で安全な園舎となることはもちろん、これまで

の送迎上の不便さを解消し、利用者に喜ばれ自慢していた

だけるような保育、そして地域に溶け込んだ保育を目指し

ていきたいと考えます。 

 

かなぎが２回目の評価を受審しました。 
 

かなぎが昨年 9 月に通算２度目の福祉サービス第三者

評価を受審し、先頃結果が公表されました。 

その結果、全 65 項目中、ａ6２項目、ｂ３項目という

高評価となりました。惜しくも

ｂ評価となった 3 項目も問題

があるというレベルのもの（ｃ

評価）ではなく、もう少しの頑

張りでａ評価になり得るもの

ばかりでした。（詳しくはあお

もり愛育会のホームページを

ご覧ください。） 

コロナ禍により、今年度内の第三者評価の受審は自粛も

止む無なしとの通知が国から発せられているため、当会の

認定こども園の受審は予定していませんが、来年度以降も、

たていしやあとむ等の受審を計画的に進め、更なる保育の

質の向上を目指して参ります。 

 

 

各園のエアコン設置が進んでいます。 
 

地球温暖化の影響からな

のか先の冬（令和元年 12

月～令和 2 年３月）はほと

んど雪が降らないままに過

ぎました。冬の降雪量は

年々少なくなっていく反

面、猛暑の夏が増えてきて

いるようです。 

当会では今年度のたていしの遊戯室へのエアコン設置

をもって、全４園のエアコン整備計画が完了することとな

ります。幼児期のエアコンの使用については賛否が分かれ

るところですが、当園は戸外活動をうまく取り入れつつ、

昼は快適な中で昼寝をする…メリハリのある生活が一番

と考えます。 

 

 

ひろた園庭に遊戯舎を建設します。 
 

ひろた園庭の一角に、子どもたちの遊びの場と子育て支

援の場を確保するため、この夏から「みどりの風ルミナス」

を着工します。ルミナスは、

ローマ神話の「赤ちゃんに授

乳する母を見守る女神ルミー

ナ」からとったものですが、

乳児保育や職員の休憩・保育

準備スペースとしても活用で

きるものと期待しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

TOPIX 1 決算がまとまる 

TOPIX 2 社会福祉充実計画 

TOPIX 4 より快適な環境へ 

第三者評価を受審 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 2 丁目 45-1 

利用定員  １55 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 

新園舎となって丸２年。すっかり地域に溶け込んだ感

がある毎日です。園庭はクローバーのじゅうたんで敷

き詰められ、木々の緑も加わり、まさに「みどりの風」

が吹きわたっています。この夏からは待望の遊戯舎の

建設も始まり、ますます賑やかなひろたです。【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 

民営化・開設から丸 10 年が過ぎました。子どもたちは

10 年前の 3 分の 2 にまで減ってしまいました。園舎

や送迎バスの老朽かも目立ち始めていますが、2～3 年

後の移転新築を楽しみにしながら、これからも丁寧で

心のこもった保育を提供して参ります。   【濱谷】 

所 在 地 鰺ヶ沢町大字建石町字島田 124-3 

利用定員  45 名 

事業内容 一時預かり・休日・障がい児・学童 
 

園の近況 

築 42 年超の園舎のため、子どもたちに精一杯の快適

と安全と保健的な環境となるよう、毎年のように修繕

やメンテナンスを施しています。今年は１・2 歳児室や

遊戯室の改修やエアコン設置などを進めます。保護者

の方や地域の方の温かなご理解とご支援に支えられ、

これからも愛情たっぷりの園を目指します。【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 

この 4 月から長利友子先生に変わり園長となりました

前主任の桑田希です。年々子どもや職員が少なくなる

ばかりですが、その分、子どもたちとの距離感や信頼感

は強まっていると思います。地域に欠かせない保育の

提供に向けて、これからも職員と共に励んで参ります

のでどうぞよろしくお願いいたします。   【桑田】 

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。 

TOPIX 5 ルミナス着工へ 


