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今年度こそ

理事長 阿部 美和子

学童保育所はもとより、ＮＰＯの事業も、検温・除菌・換気と新型コロナ感染防止に神経を尖らせながら
の日々です。今年こそは、落着いてほしいと願う一方で、このような状況と付き合いながらの日常になって
行くことをみんなどこかで覚悟しているのだと思います。
法人としては、今年度も県の事業の「かながわコミュニティカレッジ」の委託を受けて「発達障がい児地
域支援コーディネーター養成講座」の基礎編全４回、実践編全８回を実施することになりました。１２年目と
なります。びな・ひろば、体験学習、ボランティア・ひろば、スーパービジョンなども、昨年より多く開催出来
そうな予感がしています。
２０１８年度に開設した学童保育所は、２０１９年度２箇所目開設、２０２１年度移転及び３箇所目を開設。
今年度は保育室３箇所でこれまでの最大の６１名の在籍でスタートしました。今年度こそは、物理的に大き
な変動の無い一年と安堵したい気持ちがしています。
子どもたちの下校時間に、中央のびなもーるの前に立っていて「お帰りなさい」と子どもたちに声をかけ
ると、びなもーるの子どもに限らず「転んじゃった！」「学校に水筒を忘れて来ちゃった！」「ハンカチを拾っ
た！」「お友達が一緒に帰ってくれない」など「仮設救護所」になります。走って帰って来る子どもも多いの
で「危ないから走らないよ」と声をかけると、「はーい！」と返事が返って来ます。海老名の子どもたちはま
だまだ素直な子どもたちが多いとほっとするひとときです。同時に、町に「あなたを大事に思っている人が
ここにもいるよ」と子どもたちが感じる機会になったら良いなと思う時でもあります。
そんな些細なところから、子どもたちを取り巻く社会が変って来るのでは？と
密かに願いながら声かけをしています。今年こそ、陽だまりに集うような時を増やし
たいと思っています。

《学童保育所 「びな・フィーカ」
参加児童募集！》
～ゆっくりした時間の中で
新たな体験を積んでいます～
「フィーカ」とはスウェーデン語でゆっ
くりした時間を過ごすという意味です。
少人数で制作をしたり軽食を作った
り、楽しい時間を過ごしています。

《
「基礎編」 開催決定！》
今年度も、「かながわコミュニティカレッジ」に
おいて、当法人の企画が採択されました。下記
の日程で「基礎編」の開催を予定しています。
日時：７月１日（金）
・７日（木）
・１４日（木）
・
２１日（木）
午前９時３０分～１２時３０分

開催日：土曜日（月１～２回程度）
会場：かながわ県民センター
時 間：午前１０時～午後３時
場 所：びなもーるイオン
参加対象：学童保育所 びなもーる・びなもーるイ
オン在籍児童

※日・月・祝日・年末年始を除く９時～１７時４５分開設

【問合せ・申込み】

TEL：045-620-0743 FAX：045-620-0745
かながわコミュニティカレッジ事務局
参加費：１回５００円
１２月 羊毛で雪だるま
※日・月・祝日・年末年始を除く９時～１７時４５分開設

※制作コーナーの講師も募集し
ています。
※「フィーカ」開催日は学童保育
所の月別予定表に記載してあ
ります。

TEL：
TEL：045045-62020-0743 FAX：
FAX：04545-620620-0745
詳細は左の QR コード
または「かながわコミカレ」で検索

学童保育所
★びなもーるニュース★

びなもーる 便り

びなもーるでは、日々の保育の中に、多様な活動を取り入れています。

１１月８日 絵手紙の題材は「柿」
葉っぱや実のグラデーションに、
工夫の跡が見られます。

３月３０日
３０日 春の題材は「いちご」
絵手紙の講師は、小島綾先生
です。

作

終
了
後

３月２８日
２８日 ビナレッジ・ビナスポ
春休み 工作、卓球、ドッチボール
楽しかったです。

１月７日 七草粥 慎重に包丁を
使いました。

２月１６日
１６日 防火訓練 イオン3階寝具
売り場から出火！との想定でした。

新１年生 入学式
の翌日。新しいラ
ンドセルを背負っ
てこの日からび
なもーるイオンに
帰りました。

２月４日 お豆ご飯
節分の福豆とじゃこ
をいれました。
こうばしくておいしか
ったです。
３月１８日
１８日 海老名小学校卒業式
びなもーるの卒業生が帰りに顔を見せ
てくれました。感慨深い時間でした。

ただいま！お帰りなさい！

～コロナ禍で～

～スタッフからのメッセージ～
兄弟が家の中で遊ぶことが多くなり、兄弟
ケンカが増えたのではないでしょうか。保護者はいつも子ど
もを見ていることができないので、兄弟ケンカは起きます。
話を聞くと、話に食い違いがあります。一方だけが暴力をふ
るっていても、他方が嫌なことを言っていることもありますの
で、判断が難しくなります。暴力をふるったこと、相手の嫌が
ることを言った両者がそれぞれ悪いと伝え、保護者は裁判
官のようにケンカ両成敗の立場で、両者に注意をし、謝るよ
う話しましょう。すぐに仲直りができない場合、気持ちを落ち
着かせるため、お互いの顔が見えないよう引き離し、それ
ぞれが一人になる時間を作ります。子どもに簡単なお手伝
いをしてもらうのも気持ちを落ち着かせる一つの方法です。
その後もケンカはなくなりませんので、子どもの成長を待つ
しかありません。ケンカは好ましいことではありませんが、
仲直りや気分転換の方法を学ぶ機会にもなります。

４月になり新しく１年生が入所して来ました。新３年生が
中央保育室に移り、新たな１年生２年生としての出発です。
１年生は、学校までお迎えに行く時期が終わり、自主下
校になりました。見守りは続きますが、無事帰って来ます様
願っています。
２年生は少しお姉さん、お兄さんになり遊び方を覚えた
り、一緒に遊んでくれたりしています。
先日、１年生に「絹村さん、小さくなったんじゃない」と言
われました。少し会わない間に、子ども達が大きくなったの
かもしれませんね。
コロナで行動制限されがちですが、一人ひとりが成長で
きる場所として手助けして行ければと思っています。
絹村幸子

《びなもーるイオン 支援員募集》
びなもーる
スーパーバイザー

臨床心理士

松下 博

※詳細は TEL/FAX ０４６－２０５－４０６８
（学童保育所）へお問い合わせください。

★NPO 法人 びなシップ活動ニュース★
新型コロナウイルス感染拡大防止対策を講じ、様々な
工夫をしながら、開催可能な活動を実施しています。

《ボランティア・ひろば》
体
験
学
習

１月１１日（火）
１１日（火）「坐禅＆お抹茶」は悪天候のため、急遽
日（火）
びなもーるで行いました。（坐禅講師：岡野宗光師）
１１月
１１月１３日（土）
１３日（土）みんなで年賀状を書きました。
日（土）
その後は、お好み焼きを食べました。

～自ら学ぶ力～

《インクル・ひろば》
「インクル・ひろば」は安心して集い、自分のペースで
「インクル・ひろば」
学ぶ場としてスタートしました。さらに自ら学ぶ力をつけ
てほしいと願っています。ここでいう学ぶ力とは
① わからないことはわからないと言える
② 人の話に耳を傾け判断する
③ 自分で調べる
④ 教科書やノートの活用などのことです。
毎週木曜 思い思いの学習を進めます。

このような力を土台として学習内容を理解し定着させる
ことができます。一朝一夕に身につけることはできません。
また学年によってかかわり方も異なります。週１回の時間
ではありますが、自ら学ぶ力
自ら学ぶ力をつけられるよう子ども達の
自ら学ぶ力
サポートをしたいと考えます。
「今日の目標は〇〇」と宣言した人に触発されて皆が“今
日やること”を言葉にするようになっています。
ブラボー‼

３月３０日
３月３０日 新年度を前に「時間の使い方」
について考えました。

インクル・ひろば担当

山口知子

月
19
日
土

自分で作った「ぼたもち」は特別な味でした。コロナ感染防止対策で、時間差で行いました。

2022 年度 びなシップの活動予定
《びな・ひろば》

パン作り ８/20（土） スイートポテト作り 10/22（土）
クリスマスクッキー作り 12/10（土）

《体験学習》

農作業体験（田植え・稲刈り） 坐禅

《ボランティア・ひろば》

７/９（土）

《インクル・ひろば》

月４回木曜日開催

《びな・スーパービジョン》

７/12（火） ９/12（月）

【会

場】

９/３（土）

11/５（土）

11/14（月）

今年度は、インクル・ひろば、びな・スーパービジョンはびなもーる
農作業体験は戸外、その他の活動なびなもーるイオンの予定

【申込み】

FAX・Email で事務局へお願いします。

＊新型コロナウイルス感染症の拡大等に伴い、事業の縮小や中止等の可能性があります。

《ボランティアスタッフ募集！》
《会員を募集しています》
びな・ひろばを始めとする、ＮＰＯの活動の
ボランティアスタッフを募集しています。
詳細は下記事務局までお気軽にお問い合
わせください。

♦入会金
正会員：個人 3,000 円、団体 3,000 円
賛助会員：個人 2,000 円、団体 10,000 円
♦年会費
正会員：個人 3,000 円、団体 3,000 円
賛助会員：個人一口 2,000 円
団体一口 10,000 円

スケジュール帳です！
新年度がスタートしました。
新たな体験が埋まっていきます。

＊入会ご希望の方は事務局までお問い合わせくだ
さい。

《会員の皆様、年会費納入のお願い》

～編集後記～

いつもびなシップの活動を、ご支援いただき
ありがとうございます。びなシップの活動は、

ニューズレター第 14 号をお届けします。
皆様の会費によって支えられています。今年度
新型コロナウイルス感染症の影響で中止に
の会費の納入につきましても引き続きよろし
せざるを得ない活動もありました。内容にもより
くお願いします。
ますが、学校の授業もオンラインが当たり前の
時代になりました。法人事業として、中止が続
いている、研修や講演会などの学びの場など
について、何らかの形で再開する方策を練って
いく時期ではないかと感じています。

★事務局★
住所：〒243-0419
海老名市大谷北３-21-24

ニューズレターに関する、ご意見、ご感想、

TEL/FAX：046－205－4068

当法人の事業についてのご意見など、お気軽

（学童保育所開所中）

にお寄せください。

Mail：binamall3225@gmail.com
編集担当：彦根倫子

https：//bina-ship.com/

