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こころがいっぱい動いた この夏 
― さわらび園親⼦療育キャンプにて ― 

 
今年も岐⾩県郡上市の法⼈研修所『郡上⼭の家』で、さわらび園の親⼦療育キャンプを⾏いました。 
⼤⾃然の中で、⼤勢の⼈に囲まれて過ごした３泊４⽇。⼦どもたちは、様々な姿を⾒せてくれました。

楽しんでいる笑顔、不安そうな泣き顔、⼀⽣懸命がんばっている顔…、⼦どもの⾒せる表情に、こころが
いっぱい動いていることを感じた４⽇間でした。そして、そうした⼦どもの姿に、うれしい思い、せつな
い気持ち、愛おしい感情…、こころ動かされながら過ごした時間でした。様々な出会いの中で⼈の温かさ
を感じ、そんな⼈とのつながりが⼈の⼼を豊かにしてくれることを感じたキャンプでもありました。 

 
２０１９年、夏。たくさんの出会いがありました。たくさんの思い出ができました。 
キャンプに参加したお⺟さんとボランティアのレポートから、そこに込められた思いを感じとってい

ただけたらと思います。 

（さわらび園園⻑ ⼭本智恵） 

No.538 

 

この子らを世の光にと願い 援け合うこころを育む 

⼼⾝に障害のある⼈とのかかわりを通してボランティアの⼼を育み すべての⼈々が共に良い⼈⽣を送れる社会づくりをおこなう ２０１９（令和元）年１１月１０日発行 
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初めてのキャンプで新たな姿に出会えて 
加 藤 茉 那 

 

 初めての療育キャンプでした。圭吾（けい
ご）は初めての場所や初めてすることがとて
も苦⼿で、みんなで観光バスに乗ることや初
対⾯のボランティアさんとうまく接すること
ができるのか、３泊４⽇も家とは違う場所で
過ごすことにとても不安を感じていました。
そこで⼭の家で過ごす上で圭吾が少しでも困
ることが無いよう、事前準備をしました。１
つ⽬は圭吾の持ち物はできる限り家で普段使
⽤しているものを持って⾏きました。２つ⽬
はお盆休み中、初めての体験をさせてみたり、
バスに乗ってみたり、暑い⽇に敢えて外を歩
いてみたりしました。この準備が実際に役に⽴ったかどうかは分かりませんが、初めて⼭の家に⼊る時
泣きながらも⾃分の脚で⼊ることができたのと、１⽇⽬のうちに部屋の環境や部屋の移動にも慣れた様
⼦が⾒られたので安⼼することができました。 
 ボランティアさんとの接し⽅については、もっと⼦どものことをあらかじめ説明できれば良かったと
思いました。私にとっては当たり前の⼦どもの姿でも、ボランティアさんにとっては違うので、来年は気
を付けたいと思いました。 

３⽇⽬のバスハイキングでは、約４キロの距離を⾃分で歩き切ることができました。⼊園してまだ間
もない時期に、園周辺を歩いた時は、すぐに泣き出してしまい、⾃⼒で歩くことができませんでした。そ
の後、園の避難訓練で広域避難場所まで歩いたり、回数を重ねていくことでしっかり歩くことができる
ようになってきましたが、今回はその⽐ではない距離だったので、とても不安でした。しかし、その⼼配
をよそに⼊園した４カ⽉前には想像も出来なかった姿をみせてくれました。園での経験を重ねてきたこ
とと、いつものグループのお友達やその⺟達と歩けたこと、先⽣⽅がいてくれたことがそうさせてくれ
たのだと思いました。新しいことや無理そうな⽬標に挑戦することは勇気や思い切りが必要だと思いま
すが、これからはもっと⾊んなことに挑戦してみようと思うことができました。 

不安だらけのキャンプの幕開けとなりましたが、乗り越えることができて少し⾃信がついたように感
じました。先⽣⽅、ボランティアの皆さん、同室のお友達とお⺟様⽅にはこの４⽇間本当にお世話にな
り、ありがとうございました。 

ハイキング風景 
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家族の成長を感じられたキャンプ 
村 ⾥ 理 恵 

 

 さわらび園に⼊園してから、ちょうど１年が経とうとしているこの時期にキャンプに参加することが
でき、気持ちの⾯でも経験・体⼒などの⾯でも良いコンディションで参加でき、良かったなと感じていま
す。 
 私達家族にとって、⼭の中での⽣活、しかも団体でキャンプ⽣活する経験など⼀度も無く、上の兄妹に
とっては未知の世界、私にとっても不安な要素が沢⼭あったので、準備の段階から胸がザワザワドキド
キしていました。でもこの１年間で築いてきた叶⽻（とわ）と先⽣⽅との絆や毎⽇⼀緒に過ごしてきた仲
間、私にとっても⼼強いお⺟様⽅がいたので前向きな気持ちでキャンプを迎えることができました。 
 まず１⽇⽬、⼭の家に到着してバスを降り、いつもの⾵景、暑さや匂い、雰囲気の違うところに何かを
感じている様⼦でした。オリエンテーションの時に、⼈の多さや今から何かいつもの⽇常とは違うこと
が起こるのかと察知したようで、泣いていましたが、部屋に⼊るとすぐにリラックスし始めたので、やは
りいつものメンバーや私がいることで、叶⽻⾃⾝のメンタルは安定するんだなと感じました。 
 今回、担当してくださったボランティアの江崎さんは、以前、園で叶⽻についていただいた⽅だったの
で、叶⽻も最初から⾃然と江崎さんに馴染んでいて優しくフォローに⼊っていただけて本当に感謝して
います。こんなに沢⼭のボランティアさん達と接するのは今回が初めてだったのですが、みなさん障害
のある⼦どもとの関わりを積極的に持ってくれて、中には将来福祉施設で働きたいと話されていた⽅も
いて、本当に嬉しく、感謝の気持ちでいっぱいになりました。 

３⽇⽬のハイキングでは…。初⽇から⼼配でハイキングの時に叶⽻がどんな表情を⾒せるか想像がつ
いていたのでドキドキしながらの出発だったのですが、私が思っていたよりも歩いてくれました。⻑時
間、同じテンポで歩くことが苦⼿な叶⽻がハイキングの間、⼿を繋いで歩けたことが今回のこのキャン
プでの最⼤の成⻑だと思います。ただ歩いたのではなく、歩いている最中の声かけだったり、みんなと⼀
緒に歩くことだったり、今までに積み重ねてきた叶⽻の努⼒が少しずつ結果となって出てきているんだ
なと思いました。あの暑さの中、本当によく頑張ったと思います。話せない叶⽻は全⾝を使って沢⼭のこ
とを伝えてきてくれました。「もう疲れたよう…」と⾔えたら、気持ちを⾔葉にして伝えられてこちらと
やりとりできたら、と歩きながら切なくなったりもしましたが、私やボランティアさんの声かけが伝わ

って気持ちを取り戻すことができたんだ
と思います。⾔葉で伝えられない分、私が
叶⽻からのサインに気づけるよう、叶⽻が
伝えようとしていることをちゃんとキャ
ッチできるよう意識し続けていくことが
このキャンプで⼼に決めた私⾃⾝の課題
です。 
 今回のキャンプを終え、私と叶⽻の２⼈
だけではなく、⼀家そろって参加させてい
ただくことができたことで、准（兄）や虹
奈（姉）も⼤⾃然の中で⽣き⽣きとしてい
る姿が⾒られました。 



 
第三種郵便物承認             療 育 援 助            ２０１９年１１⽉１０⽇ 

 

4 

 ⼭の家での⽣活⼀つひとつが初めての経験で、トイレに⾏くこと、⾷事のために部屋を移動すること、
家族以外の⼈達と団体で⽣活すること、キャンプ３⽇⽬に久しぶりにパパに再会できた感動。沢⼭のこ
とが私達家族にとって⼤きな経験になりました。 
 
 

最後のキャンプでの小さな発見 
牧 野 昌 代 

 
 今年で最後のキャンプは１年⽬、２年⽬とは違う気持ちで参加することができました。⾃分なりに今
までの取り組みを振り返り、⽬標を設定して取り組もうと決めた３泊４⽇。 
 息⼦、柊（しゅう）の課題を「応じる」「表現」「他の⼈（ボランティアさん）と接する」の３点に絞り、
どうなっていくか楽しみにしていた⾃分が居ました。こんな⾃分に正直驚いています。１年⽬、２年⽬の
時には無かった気持ちが、３年⽬にしてようやく出てきました。 
 「他の⼈と接する」ことは、⺟⼦共にの課題でもあります。私⾃⾝、話すのが苦⼿なので、ボランティ
アの⽅に息⼦のことを説明したり、合間合間のおしゃべりもなかなか⼤変で、特に息⼦の説明は、今後の
ことを踏まえると良い勉強になったと思います。息⼦は息⼦で、１年⽬、２年⽬と⽐べるとかなり柔らか
くなったと実感しました。ボランティアさんに名前を呼ばれれば振り向いて寄っていくし、⼿をつなぐ
ことも何度かできて、⼀緒に２⼈で待つこともできるのを⾒ると、⼤きくなったなぁと嬉しく感じます。
あともう⼀歩踏み込めると…と思うところはありましたが、思い返せば⺟がまだ⼗分に打ち解けていな
いのに、その⼈に息⼦が⼼を開くわけがないと、その点は反省であります。今後の就学先や⾊々な所で、
息⼦を知ってもらうには⼀番⼤事な課題かもしれません。 
 「応じる」ことについては、誰とでもどの状況でも、まず相⼿のかかわりを受け⼊れるという点です。
今回⼀番に⽬⽴ったのは“待つ”という指⽰に対して応じられないことでした。気持ちが先⾛ってしまい、
制⽌されてそれに対して怒れて物に当たってしまうといういつものパターンです。⼤広間への移動では
早く⾏きたい気持ちで名前を呼ばれるまで待てない、部屋に戻る際も同じで、声を荒げて怒り、服を投げ
るの繰り返しでした。どう伝えれば分かりやすいのか、いろんな⾓度から⾒れば⽷⼝が⾒つかるのか、か
なり悩みました。結局最後までわかりませんでしたが、４⽇⽬の朝⾷が終わり部屋に戻る時、やはり早く
⾝⽀度してスタンバイして⾏こうとする
息⼦に「まだ呼ばれてないから待ってて」
と声かけをすると、落ち着いて私と⼿をつ
なぎ、靴を履くまでずっと待つことができ
ました。偶然だったのかもしれませんが、
少し達成感を感じてしまいました。 
⼩さい発⾒が本当にたくさんあったの

は、このキャンプでの収穫です。⾒えてい
なかったことがこんなにあったのかと思
うと、悔しい限りです。これからは、息⼦、
柊のことをよく⾒て、よく考えて、息⼦と
共に成⻑していけたらと思います。 
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つながっていく思い 
佐 藤 誉 ⼦ 

 

 さわらび園に⼊園して３年⽬、キャンプは２回⽬の今回は⺟⼦共にとても楽しみにしていました。１
年⽬は⺟⼦共に不安だらけだったけれど、これまでの⽇々の療育の積み重ねでつけた⾃信、共に悩んで
勇気づけてくれた仲間、そして常に寄りそってくれた先⽣のおかげでキャンプに参加することの不安が
楽しみに変わったんだと思います。そして、実際参加してみて遥⽃（はると）の成⻑を感じ、胸がいっぱ
いになりました。１年⽬では私からなかなか離れずボランティアのお姉さんとの関わりが少なかったの
が、今回はお姉さんと⻑い時間待てたり、楽しそうに遊ぶ姿をたくさん⾒せてくれました。時に私と離れ
て寂しいときにボランティアのお姉さん⽅に頼っていって、気持ちを落ち着かせていたりもしていたよ
うに思います。まだ伝える⾔葉は未熟ですが、⼼を通わせて本⼈の⼒で⼈との関係をつくっていこうと
しているのだろうかと感じました。３⽇⽬のハイキングでは途中⾊々な気持ちを持ちながらも共に最後
まで歩き切ることができてうれしかったです。前回よりも早くゴールできて、体⼒がついたんだなと成

 

友だちとして認めてもらえた 
佐 藤 留 菜 

 

 私は今回、年⻑の牧野柊くんを担当させていただきました。 
 柊くんと初めて会った時の印象は、元気いっぱいで活発な⼦でした。しかし、⼀緒に過
ごしていくうちに、それだけではないとわかりました。柊くんはとても⾃分の意志が強い
です。時にそれはワガママと捉えられてしまうことがあるのかもしれません。もちろん時
と場合によって、⾃分の感情をおさえることも⼤切だと思います。でも、柊くんのように、
“やりたい”“やりたくない”“好き”“嫌い”を出会って間もない私にもしっかりと伝えてくれ
たので、とてもすごいと感じました。 
 ２⽇⽬のハイキングでは、お⺟さんがいないということに少し不安を感じていました
が、実際にハイキングに出かけると私と⼿をつないできちんと歩いてくれました。途中、
歩くのを嫌がったり、帽⼦を嫌がったりして⼤変なこともありましたが、最後は年⻑さん
のみんなと無事に帰ってくることができたので、嬉しかったです。柊くんがハイキングに
⾏く時に、私の⼿をつないで「お友だちねー」と⾔ってくれたのが、忘れられません。柊
くんは初めて会った⼈や、⼥の⼈が苦⼿ということをお⺟さんから聞いていたので、柊く
んのお友だちとして認めてもらえたのかなと思うととても感動しました。 
 お部屋で遊んだ時も、⾛っている柊くんをつかまえるととても笑っていたので、すごく
楽しかったです。元気に過ごしている柊くんを⾒守ることができて良かったと思います。 
 また、柊くんのお⺟さんもとても優しいお⺟さんで、お話していてとても楽しかったで
す。着替えやエプロン、⻭ブラシなどもきちんと⽇付で分かれていて、お⺟さんがいない
間もとても柊くんのサポートがしやすかったです。そういったお⺟さんたちの努⼒もこの
キャンプで学んだし、⾃分も⺟親に感謝しなければいけないと思いました。たくさんのこ
とをここで学べました。来年も参加したいです。 

ボランティアレポート 
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⻑を実感できたこともうれしかったです。 
 今回は私⾃⾝も前回に⽐べて成⻑していると思いました。私は⼈との関係を作っていくのに時間がか

かると思っているのですが、遥⽃とボラン
ティアのお姉さんが関係をつくるには、私
もお姉さんと関係をつくっていこうと意識
することができました。そう思えたのも、
⽇々の⺟⼦通園で私⾃⾝も⺟として成⻑し
ているんではないかと思ったからです。ボ
ランティアのお姉さんにとっても、今回の
キャンプが何かの⼒になれればいいなとい
う思いもあります。そうやって次から次へ
とつながっていき、みんなが幸せに過ごせ
るようになればいいなと思っています。 
 

 

ボランティアレポート 
 

たくさんの葛藤、発見、感動を経験して 
春 ⽥ 莉 奈 

 

 私は、このさわらび園での親⼦療育キャンプに初めて参加して、数え切れない程の葛藤や発⾒、感動を
経験しました。 
 まず、何より⼦どもと関わった際には、担当の Y くんが初めは私に対して試すような⾏動をしたり、
なかなか私と⾯と向かってコミュニケーションを取ることができず、私は Y くんが私のことをあまり好
きになれないのではないか、私の関わり⽅が間違っていたのではないかと考え、少し悩んでしまいまし
た。⾃信を失くした私は、２⽇⽬には Y くんへ勝⼿に壁を作ってしまっていました。なかなか懐いてく
れないと先⽣に相談をし、⾔葉を掛けていただけたことで、私⾃⾝、落ち着いてもう⼀度 Y くんとの関
わりを⾒直すことができました。考えてみると、Yくんから「ねぇねぇ」と⾔ってくれたり、指さしをし
たり、笑顔でハイタッチをしてくれたりしたことを思い出しました。私は、⾃分の消極的な関わりや、抱
える不安のせいで Y くんが私に関わりにくくなってしまっていたのだと思いました。それからは、Y く
んへの関わりにもう少し余裕を持ち、無理なく接することで Y くんの笑顔がより⾒られるようになり、
とても嬉しかったです。 
 保護者の⽅との関わりの中では、保護者の⽅々の抱える思いを知ることができました。野菜がなかな
か⾷べられず、⾷事中 Y くんと向き合いながら最後まで諦めずに⾔葉を掛けるお⺟さんの姿からは、Y
くんの成⻑に妥協せず向き合おうとする思いが伝わってきました。また、３⽇間の⽣活やハイキングの
中で、「トイレでうんちができた」「抱っこをせず歩くことができた」と、⼦どもの成⻑をとても嬉しそう
に話すお⺟さん⽅の姿が⾒られました。初めてそういった会話や喜ぶ瞬間に⽴ち会うことができて、お
⺟さんがどのような思いで⼦どもの成⻑と向き合っていて、⼦どもの成⻑がどれだけお⺟さんを幸せな
気持ちにするのかということを肌で感じ知りました。改めて、保育者が⼦どもの成⻑をお⺟さんに伝え、
⼀緒に喜びを共有する重要性を感じました。お⺟さん⽅の⽣の声を実際に聞くことができて、何よりも
勉強になりました。 
 そして、先⽣⽅やボランティアの⽅々からは、沢⼭の刺激をもらい、⾃分⾃⾝の価値観が変わりまし
た。さわらび園の先⽣⽅の⼦どもへの優しく温かい対応を⾒て、⾃分の表現を認め受け⽌めてもらえて
いる⼦どもはとても幸せだなと感じました。また、お⺟さん⽅に対して先⽣⼀⼈ひとりが⼼配したり、優
しく声を掛け、丁寧に関わる姿や、ボランティアに対して的確でとても配慮のある⾔葉を掛ける姿を⾒
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て、私も保育の現場で同じように幅広く細かなところまで配慮ができる保育者として働きたいと強く思
いました。就職をする前にこのボランティアを経験できて本当に良かったです。また、ボランティアとし
て参加した他の学⽣さんと関わることができて、とても刺激を受けたり共感したりして⼀緒にとても濃
い時間を過ごすことができました。志の⾼い他⼤学の学⽣さんと違う考えを話したり、同じ夢に向かっ
てこのキャンプを乗り越えることができて、本当に良かったです。 
 このキャンプの中で、何度も涙を流して⼼が動き、⾃分の将来の財産となる貴重な経験ができました。
Yくんとそのご家族、先⽣⽅、ボランティアの⽅々と出会えて本当に良かったと思います。また、このよ
うな機会をつくっていただいたさわらび園の⽅々には感謝の思いでいっぱいです。本当に、ありがとう
ございました。 
 

子どもの成長はこんなにも大きな喜びに 
⽷⿂川  咲季 

 

 初めに、担当するきょうだいの⼦が９か⽉の乳児だと聞いて、⼤丈夫かなと不安でいっぱいでした。M
ちゃんはお⺟さんが⼤好きで離れるとすぐに泣いてしまって、少し仲良くなれたかなと思っても、私の
顔を⾒られるだけでぐずってしまって、私が担当で良かったのかなと落ち込む場⾯が多くありました。
きっと私の不安感がMちゃんにも伝わってしまっていたのだろうと思います。⼦どものペースに合わせ
ることも⼤事ですが、⼤⼈の側がそのペースに飲まれてしまってはいけないなと強く感じました。 
 M ちゃんと正直どれだけ仲を深められたかわからないけれど、３⽇経つと、スプーンからご飯を⾷べ
てくれたり、私の腕の中で眠ってくれたり、私の顔を少しは認識してくれるようになりました。私⾃⾝
も、M ちゃんはお⽶が好きだったり、お昼寝は⼤体３０分くらいだったり、⾼い位置の抱っこだと機嫌
がよくなったり、少しだけどMちゃんのことを知ることができました。お⺟さんは毎⽇こんなに⼤変な
ことをしているのかと感じましたが、M ちゃんの嬉しそうな笑顔や可愛らしい寝顔を⾒ると、それに勝
る愛おしさが格別にあるんだろうなと思いました。ボランティアの私ですらそう感じたので、親だった
ら尚更だと思います。 

もし将来、私に⼦どもが⽣まれたら、泣いているのをあやす時、ご飯をあげる時、節々でMちゃんの
ことを思い出すんだろうなと、Mちゃんの寝顔を⾒ながら思いました。Mちゃんにとって、私が担当で
良かったのかはわからないけれど、Mちゃんの担当をやらせてもらえて本当に良かったなと思いました。
ありがとうございました。 
 また、今回のキャンプを通して参加されているご家族の⼦どもたちと向き合う姿がとても印象的でし
た。「初めてスイカが⾷べられた」「トイレができた」…。成⼈して⼤学⽣として普通に⽣活している私に
とって、それは当たり前のささいなことであるけれど、⼦どもにとってはとても難しいこと。ひとつ何か
ができると、⼦ども⾃⾝も嬉しいし、親も嬉しいし、周りにかかわる⼈たちみんなが嬉しい。⼦どもの成
⻑はこんなにも⼤きな喜びになるんだと初めて知りました。 

きっと私もこんな⾵に周りの⼤⼈たちに⾒守られてきたんだろうなと思ったし、今、当たり前と思っ
てしていることができるのも、⼩さい頃に親が頑張ってくれたおかげなんだろうなとも思いました。普
段、特別意識することはないけれど、もっと家族を⼤切にしたいなと思ったので、今度ご飯にでも誘って
みようかなと思います。 
 キャンプに参加して気づいたことがたくさんありました。本当にありがとうございました。 
 

 
わいわい バーベキュー！ 



 
第三種郵便物承認             療 育 援 助            ２０１９年１１⽉１０⽇ 

 

8 

“郡上山の家”という舞台があるからこそ 
 ⼩ 代 信 幸（さわらび園職員） 

 

 「ちょっと、⾏ってくるね」 
 今年のキャンプの⼀番の思い出は、あるお⺟さんがお⼦さんにかけた⾔葉から始まりました。 
 療育キャンプの１・２⽇⽬は、お⺟さんとお⼦さんが離れて過ごす時間が組まれています。お⺟さん
がグループカウンセリングなどに参加している間、⼦どもはボランティアさんや職員と⼀緒に遊んだり
ハイキングをしたりして過ごします。初参加のお⺟さんと⼦ども、ボランティアさんにとっては、⺟⼦
分離はドキドキの瞬間です。 
 それは、キャンプ初めての分離の場⾯でした。あるお⺟さんが部屋を出ようとすると、お⼦さんはし
がみついて離れようとしません。⼤泣きするその⼦を職員の私が預かる形で、お⺟さんは部屋を離れて
いきました。このように、初⽇の⺟⼦分離では、私の存在を頼りにしてお⺟さんと離れて過ごす様⼦が
ありました。しかし、１⽇を通して同じ場所で遊んだり、⾷事をしたり、のんびりしたりと、⺟とボラ
ンティア、職員それぞれが、その⼦の存在を意識して過ごしていく中で、部屋の雰囲気も穏やかなもの
なっていきました。 
 そして、２⽇⽬。その⼦は私やお⺟さんが「お姉さんと⼀緒にいてね」や声をかける中で担当のボラ
ンティアさんのそばでお⺟さんを⾒送るようになりました。 
 お⺟さんとの分離の場⾯をきっかけにして、かかわるすべての⼈がその⼦のことを改めて知ろうとし
たことが、分離だけでなく、苦⼿なものを⾷べたり、トイレで初めてウンチをしたり、ハイキングで頑
張って歩いたりなど、さまざまな活動によい影響を与えていったように思います。 
 

 『初めての場所で、いつも⼀緒にいるお⺟さんとこんなふうに過ごすんだ』 
 『慣れない場所で、初めて出会ったボランティアさんと、こんなふうに遊ぶんだ』 
 『不安な場⾯で、職員のかかわりにこんなふうに応じていくんだ』 
 

 ⼦どもの姿を知っていくと、今度はお⺟さんと職員、お⺟さんとボランティアさん、ボランティアさ
んと職員、それぞれのかかわりも深まっていく。そのような⼈間関係の醍醐味を改めて実感することが
できたキャンプであったように思います。もしかしたら、そのような相互関係は、⼤⾃然に囲まれた
“郡上⼭の家”という舞台があるからこそ、⽣まれてくるものかもしれません。 
 これからも、曲がりくねった⼭道が横たわる⼤⾃然を舞台にして、お⺟さんや⼦どもたち、そしてボ
ランティアのみなさんとたくさんのドラマをつむいでいきたいと思います。 
 
 

20　1 9.12　.01

　なないろコンサート
2019　inべにしだの家

-みんなで創る音楽会-


