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～私たちは、誰もが人間としての尊厳が保たれ、安心して共に生きる社会をめざします～ 
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   理事・経営本部長 吉田 稔 

１．めざす愛光園の姿 －いい法人愛光園－ 

私は現在経営改革本部長として愛光園の経営

の安定と継続・発展をめざして、いい法人「愛

光園」づくりに取り組んでいます。 

私はこの法人愛光園がすべての人々から喜ん

でいただけ、同時に満足していただけるような

いい法人愛光園に造りあげたいと思っていま

す。 

いい法人とは、お客様（ご利用者）から愛さ

れる法人です。しかもそれは人と人を結び信頼

関係でつながっている法人です。私たちにしか

できない独自の愛光園らしさのオンリーワンの

サービスを提供しお客様（ご利用者）に喜びと

感動を与えられる法人のことです。 

そのためにはいい法人が実現できる組織づく

り人と仕組みを作ることが大切だと思っていま

す。以上を別の表現で示します。私たちの法人

の未来の夢に向かって理念、ミッション（クレ

ド）を共有し考え方を一つにして、お互いに共

感しあい私たちの独自らしさの質の高いサービ

スを提供し、一人ひとりが自分の役割を果たし

お客様、職員、地域の人々が満足できるいい法

人愛光園を創り上げたいと思っています。 
 
２．経営の基本 －「三方よし」の考え方－ 

ビジネスの本質は一般的には「社会・市場・

お客様に価値を届けるためのシナリオを描き、

継続的に社会と市場とお客様の成長を助け、企

業としても成長し続けるだけの収益を出し、そ

れを社会全体に還元していく。」というサイク

ル活動になり、これを繰り返して現在に至って

いる。企業でも社会福祉法人でもこの経営の基

本は同じです。 

日本には江戸時代初期以来商売がうまく、事

業を発展させてきた集団があります。それは伊

勢商人と近江商人です。この近江商人の心得に

「三方よし」という考え方があります。「売り

手よし・買い手よし・世間よし」を略して「三

方よし」と言います。 

この「三方よし」の意味は商品やサービスを

提供する人も、それにお金を出して受け取る人

も、双方共に幸せになれる商売をすべきだ。そ

してそのことにより、世間がよりよい状態に

なっていけば更によい。」と言うことです。つ

まりこれは「企業の存続」の真理を伝えている

のです。 

私たちは、この「三方よし」の考え方を事業

の展開に活用していきます。私たちの「三方よ

し」の「三方」とは、一つ目はお客様（ご利用

者）、二つ目は働く人々（職員・パートなど外

注の人々もすべて）、三つ目は社会のすべて

（地域社会など）を意味します。この「三方」

が満足する関係を築いていくことです。 

私はこの「三方よし」の考え方を基準として

経営を進めていくことが愛光園の事業を今後も

永続させ、発展させることができると思ってい

ます。 
 
３．いい法人「愛光園づくり」の考え方 

私たちはどんな時代になろうとも社会から圧

倒的に支持される「いい法人愛光園」をめざし

て取り組んでいきます。「いい法人」には景気

や時代の変化などに左右されることなく、お客

様（ご利用者）や職員、地域社会から愛される

AJU 
今回から題字をご利用者に書いていただいております。 題字：水村様 
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価値のある「いい法人」を創り上げていきま

す。具体的にどんな法人かというと、それは提

供するサービスが一点だけ突き抜けている「独

自性」の特徴を持っている質の高い法人で、し

かもお客様と社会（地域）との共感を大切に職

員が誇りを持って働ける法人のことです。 

いい法人「愛光園づくり」の考え方は次の三

点です。 

①いい法人愛光園とは単に経営の数字ではな

く、私たちを取り巻くすべての人々から「いい

法人だね」「いい仕事をしていますね」「いつ

も笑顔ですね」「あいさつにいつも感心してい

るよ」などと言ってくださる法人のことです。

そのためには持続的に成長が続けられる法人で

なければなりません。 

②そして同時にこの法人で働くすべての人々

が「この法人で働くことができて良かった」と

働く幸せを感じ、いきがいを感じられる法人で

あり、しかも自分の子ども達にもこの同じ愛光

園で働かせたいと思える働きがいのあるいい法

人ということです。 

③そのためには私たちの仕事すなわち私たち

がお客様に提供するサービスがお客様に喜ば

れ、満足され、しかも感動を与えるものでなけ

ればなりません。それには現在のサービスをお

客様一人ひとりのニーズに合わせた「当法人ら

しさ」のサービスにグレードアップさせ、独自

性と質の高いサービスを常に提供し続けること

だと考えます。 
 
４．いい法人「愛光園」の大事な三要素 

会社、社会福祉法人などどんな組織でも潰れ

るようにできています。私たちはこのことを

しっかり認識しておかなければなりません。今

の世の中で創業した会社の８割は１０年以内に

無くなっています。「経営とは下りのエスカ

レーターを昇っているようなものだ」と言った

人がおりましたが、まさに表現は的を射ている

と思います。つまり、どんな組織でもそもそも

落ちていくようにできているので立ち止まった

瞬間そのまま落ちていってしまうのです。では

潰れない会社（法人）はなぜ潰れないのか、そ

の特徴を考えてみましょう。具体的な特徴とし

ては、ある一点だけ突き抜けている独自性を

持っているような会社で、しかもお客様との共

感性を大切にし、そして従業員も誇りを持って

働いており、そしてお客様から高い評価を得

て、結果として高い業績を残しているのです。

つまりこれらの企業が高めているのは、①独自

性②共感性③財務力の三要素です。私たちもこの

三要素についてしっかりと取り組んでいい法人

「愛光園」を創り上げて行かねばならないと思っ

ています。 

 

４－(1) 独自性とは「他社との違い」のこと 

独自性は他社が簡単にマネできないレベルの

サービスということで、しかもそれはもっと突き

抜けた法人独自の特徴を持っているサービスでな

ければなりません。 

具体的なマニュアル作成について、お客様一人

ひとりと向き合い、理解し、本当に必要なサービ

スを提供していくためには個別ケアへの取り組み

が重要になります。 

ステップ１ 事業所として提供するサービスの

手順を標準化する 

ステップ２ その上に個別ニーズに合わせて積

み重ねていくのが個別ケアです。 

この２要素が積み重なってこそ高い質レベルの

福祉サービスが提供できるのです。 

 
４－(2) 共感性とは「理念・ビジョンを通して

の共感」ということ 

この共感性とは、お客様や取引先や地域が法人

でやろうとしていること、つまり理念ビジョンに

共感している状況のことです。それには目標とす

べきめざす方向がはっきりと見えていなければな

りません。 

理念・ビジョン・ミッションという社会的な使

命を法人・従業員が具体的に展開していることに

お客様（ご利用者）、取引先、地域などの人々が

高く評価され、満足され、そして感動されてそこ

に共感が生まれてくるのです。 

それ故この共感性でいちばん大切なことは理
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 お客様第一とは具体的にどういうことでしょう

か。上記の表がその理由を示しています。 

法人の土台にあるのは理念･ビジョンです。これ

が原点です。それは仕事の指針でもあり法人が持

つべき最も大切な基本的な考え方です。これはお

客様からは何も見えません。お客様から見えるの

はあくまでも商品やサービスだけなのです。だか

ら理念やビジョンの考え方を具体的な商品やサー

ビスに落とし込んで初めてお客様に受け入れられ

るのです。つまり法人の土台になり、従業員の求

心力になる理念やビジョンの確立・徹底が大切で

すが、それを具体的な形にした商品やサービスも

車の両輪のようにどちらも大事なのです。 

 

４－(3) 財務力とは｢必要な財務力｣ということ 

これからの厳しい時代に生き残っていくために

は財務的な強さがなければなりません。私たちの

事業でお客様に最高のサービスを提供し、お客様

が満足した結果が収益です。 

さらにこれらの事業が前進させ、お客様に喜ん

で頂くためにどうしても財務力を高めていかね

ば、さらに質の高いサービスが提供できません。 

予算管理の徹底的な展開－予算は経営の柱－ 

予算とはなんのためにあるのか考えてみましょ

う。（予算とはズバリ「目標」のことです。具体

的には売上高（収入）、原価（支出）、収益（収

支差額）の目標（予算）を立てます。１年ごとの

目標は年次予算です。月ごとの目標は月次予算で

す。 

目標は立てるだけでは何の意味もありません。

予算を予算通り達成することが大切なのです。そ

のために毎月予算についてＰＤＣＡサイクルを効

果的にまわすことが大切なのです。今年こそ予算

管理をしっかりと展開しましょう。 

 

 

 

念・ビジョン・ミッション・クレド・夢の大切さ

を認識していることです。 

①理念･ビジョンの大切さの理解 

法人の土台にあるのは理念やビジョンです。事

業経営においてまずやるべきことは「理念の確

立」です。 

理念とは経営目的や行動指針を示すもので、い

わば法人の原点です。迷ったとき、苦しくなった

時などは常にこの原点に立ち返り、良いのか・悪

いのか、やるべきか・やめるべきかを判断してい

きます。仕事の指針にもなるし、精神的支柱にも

なるものです。言い方を変えると法人が持つべき

基本的な考え方です。 

ビジョンとは法人の存在目的です。なぜ何のた

めにこの法人が存在するのかということを表して

います。 

 理念とは行動指針です。理念もビジョンも多く

の人が納得する、特に経営トップや従業員が心か

ら納得するものでなければ意味がありません。心

から信じられるものでなければ絵に描いた餅に

なってしまいそれに従った行動ができないからで

す。そしてお客様が受け入れてくれるものでなく

てはなりません。 お客様が損をして自分だけが

良ければいいというようなものではお客様や社会

に受け入れられません。 

 ②経営の本質は｢お客様第一」 

 理念やビジョンは揚げただけでは意味がありま

せん。経営トップが行動に移すとともに、全従業

員もそれに従わなければなりません。「お客様第

一」を揚げ、お客様を大切にして仕事をしている

ところはお客様に喜ばれ、結果として収益を上げ

ることができているのです。これが経営の本質で

す。当たり前ですが一般的にお客様が買うのは商

品やサービスです。｢お客様第一｣という思いがど

んなに強くてもそれを具体化して商品やサービス

に落とし込むことができないところはやはりうま

くいかないのです。 
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今年度りんく・愛光園グループホーム･ケア

ホームセンター（以下りんく）では創設以来初め

て、一度に４人もの新人正規職員（男女各２名）

を迎える事となりました。    

笑顔を絶やさないナイスガイ、元気一杯の

ムードメーカー、スイーツはお手の物パティシ

エ、特撮ヒーロー大好きシャイボーイ…、それぞ

れがアツくて愉快！しかも頼もしい黄金世代の仲

間たちです。 

「大変な時期に入社したと考えるか、変革期

こそチャンスと考えるかで、皆さんの行動や成長

は違ってくる。前向きに考えれば、知恵と工夫が

生まれる」。 

これはアサヒビール２００９年入社式での荻

田伍社長の言葉です。彼らが今をどう捉えるか、

どんな成長を遂げるのか。磨いてこその黄金で

す。私共も一緒に前向きに考えて知恵を絞ります

が、みなさまからのご指導を今後ともよろしくお

願い致します。 

さて、りんくは居宅介護全体では６１人のヘ

ルパーが従事して３６５日対応とし、延べ１，１

４３人（２０１３年７月度）の方にご利用いただ

いております。 

また、大府市内に５軒のケアホームを持ち、

２７人の方が住まわれています。これらのケア

ホームにはヘルパーだけでなく、様々な役割を持

つスタッフがおり、ホームの生活を支えていま

す。 

「食事作りスタッフ」はズバリ、ホームの温

かな夕食を作る重要な役割。「ハウスキーパー」

はホームの清掃や暮らす仲間の衣類の洗濯など担

う、言わば“家を保つ”大切な役割。これを担う

のはホーム５軒で７人。誰もがかけがえのない大

切な「人垣（ひとがき＝仲間を支援する人の

輪）」です。 

りんくではこれからを見据えて、この人垣をより

広く強いものとしていきたいと思いますので、ど

うぞ皆さまのご協力をよろしくお願い致します。  

スタッフ大募集!! 
ホームヘルパー・ハウスキーパー・夕食作りのスタッフを大募集しています!! 

 勤務時間など相談下さい。仲間の余暇を一緒に過ごして下さるボランティアも大歓迎です^^

ご連絡お待ちしております。 

 連絡先：ヘルパーステーションりんく ０５６２－４６－２５５５ 担当：堀田 

ハウスキーパーはお掃除･選択を担う 

大切な役割。 

活動から帰った仲間を温かく迎えてくれる 

食事にホッとしています。 

ヘルパーステーション りんく     沓名哲夫 
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 『とっておき！』は社会福祉法人愛光園の利用者さんの姿や作品を、より多くの方に知ってもらえるように

毎号掲載していきます。今回の第1号では「まどか」と「就職トレーニングセンター」より、それぞれとっておき

の1枚をお届けします。  

【岩本幸誠さん】まどかの笑顔 
事業所：障害者支援施設まどか 

撮影者コメント：岩本さんはカメラを向けるととても笑顔になります。岩本さんだけではなくまどかのみなさ

んはとても良い笑顔をしてくれます。 

 

《 就職トレーニングセンターのプログラム 余暇活動にて！！》  
今回は、皆さんそれぞれ興味のあること、目標などを習字で書かれました。 

 普段、習字をすることがあまりないので、とても楽しんでみえました。 

 ステキな作品が沢山でき、その内の一部ですがご覧下さい。♪  
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その３～ ひかりのさとへの歩み 理事・相談役 皿井 寿子   

 １８歳になって障がいが軽くなるわけでもな

く、ましてや受け入れてくれる施設は全くありま

せん。１８歳以上になった子どもたちはそのまま

通っていましたが、子どもたち自身も自分たちの

自立していける場所が欲しいと願うようになり、

皆で共に生きることができる所を作ろうという夢

になりました。「自給自足できる農場も欲しい。

障がいがあってもなくても、一人の人間として助

け合って生きていける生活の場所が欲しい」また

またお金もないのに土地探しを始めました。 

 そんな時、日高幸子さんが愛光園を訪ねてくだ

さり「牛を見に来ませんか」と子どもたちを誘っ

てくださいました。日高さんは自由学園生活学校

の後輩というご縁だったのですが、東浦の日高農

場へ嫁いで来られていたのです。その頃はたくさ

ん牛を飼っておられ、広い農場は牧草地でさわや

かな風が吹いていました。おいしい絞りたての牛

乳をいただき子どもたちは大喜び「こんなところ

で暮らせるといいね」と夢をふくらませました。

とはいっても牧場を貸してくださいとはとても言

えず、「いいところだったね」「ああいうところ

がいいね」という子どもたちの声にその一部でも

貸していただけないだろうかと手紙を出したので

す。そうしたら早速幸子さんのご主人の日高昇さ

んが話を聞きたいとお返事をくださいました。そ

して私たちの夢とお願いをお話すると、黙って聞

いてくださった日高さんは「農場の一部を活用し

なさい」と無条件で提供してくださったのです。

それは昭和48年の暮れのことでした。この願って

もないご厚意をいただき、夢を現実のものにする

ために一人でも多くの方に協力していただき、理

想社会を築いていこうと愛光園だよりに設立趣意

書を同封して皆さんに呼びかけました。この呼び

かけに応じて昭和４９年２月１１日に百名を越え

る方が集まって

く だ さ い ま し

た。「ひかりの

さと」と名付け

た理由はその時

の愛光園だより

に書きましたが

ここに再録しま

す。 

 

 「ひかりのさと」という

名称について、誰もの心が

ふとそこへ戻りたくなるよ

うな暖かい愛の光のふるさ

ととなることができますよ

うに。又、「この子らを世

の光に」とその理想の光を

掲げられた故近江学園長糸

賀一雄先生のいわれたように、地域社会の運動の

中核として働くことができますように。糸賀先生

の「自己実現の教育」という論文の中に次のよう

な言葉があります。「この子らは、どんなに重い

障がいを持っていても誰ととりかえることもでき

ない個性的な自己実現をしているものです。人間

として生まれてその人なりの人間となっていくの

です。その自己実現こそが創造であり、生産であ

るのです。私たちの願いは重症な障がいを持った

この子たちも、立派な生産者であるということを

認めあえる社会をつくろうということです。「こ

の子らに世の光を」あててやろうという憐れみの

政策を求めているのではなく、この子らが自ら輝

く素材そのものであるから、いよいよ磨きをかけ

て輝かそうというのです。「この子らを世の光

に」です。この子たちが自己実現という生産活動

をしているというのは今まで述べてきたようなこ

とばかりでなく、もう一つ新しい生産活動をして

いるのです。重症の心身障害という限界状態に置

かれている子らの努力の姿を見て、かつて私たち

の社会功利主義的な考え方が反省させられたよう

に、心身障害を持つ全ての人たちの生産的生活が

そこにあるというそのことによって、社会が開眼

され、思想の変革までが生産されようとしている

ということです。人が人を理解するということの

深い意味を探求し、その価値に目覚め、理解を中

核とした社会形成の理念を真座州ならば、それは

どんなにありがたいことでしょう。このようにみ

てくれば、私たちの純粋な願いというのは、この

子が精神薄弱だからというばかりでなく、肢体不

自由でも盲聾でも心臓病でも重症でも、もっとい

えば障がいのあるなしに関わらずみんな共通の願

いでありましょう。ですから親たちもばらばらに

分かれてしまうのではなくて、自覚した人たちが

共通の願いのもとに一致してそれぞれの地域社会

の大きな運動の中核としての役割が果たせるよう
日髙農場の一部をお借りして 
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になりたいものです。」この理念をもとにして、

真のひかりのさとが生まれますようにと祈りを込

めています。 

 ２月１１日集まってくださった方の中から設立

委員を選び、趣意書づくりや会則の原案・施設づ

くりへの準備、地域社会への働きかけ、基金集め

の問題など話合い、毎月集まって夢を語り合おう

ということになりました。昭和４９年５月５日約

束の地に集まり牧草地に座ってお弁当をいただき

つつあれこれ夢を描いたのです。五月晴れの下、

５０名ほどが集まりこの日をひかりのさとの会の

発会としました。7月には広報委員、農業委員、

施設委員を定め活動に入りました。まずは自給自

足を目指しての農業活動、そして愛光園の子ども

たちの生活の場づくりを目指しての研究でした。 

その夢は、ひかりのさと設立計画として理事会に

提出されました。 

 今振り返ってみると、よくもこんなに大きい夢

を設立計画したものだと思ったり、４０年経た

今、これ以上の活動をさせていただいていること

を有難く思います。 

 何はともあれ緊急に必要な療護施設をめざし

て、ひかりのさとの会員は動き始めました。方々

の施設を見学させていただいたり、一人ひとりの

自己実現できる住居を考えたり、私たちの理想と

する設計図を作っていただきました。愛光園は全

く補助金をいただけなかったのですが社会福祉法

人になったおかげで補助金も借入金も受けること

ができるようになったのです。 

 昭和５２年、日本自転車振興会と愛知県から補

助金をいただけることが決まり、療護施設建築が

始まりました。共に生きることのできる場所をづ

くりを願って不足の建築費はひかりのさとの会員

が働き出したり寄附

を集めました。 

 昭和５３年４月、

身体障害者療護施設

「ひかりのさとのぞ

みの家」は開所する

ことができました。

定員５０名の入所施設です。共に生きる実践の場

所として歩み始めました。玄関ホールに掲げた言

葉を目標としました。 

 全員食堂に集まり(住人も職員も)共に食事をし

ます。どのような障がいがあろうとも、その人な

りの活動できる時間を持ち、お互いに学びあい、

話し合い、相手のことを考え、共に楽しむ。私は

施設長という役割をいただきましたが、まずは共

に生きる住人として朝の食事作りから始まり、話

し合い、マッサージをしたり、いわば一家の母親

役であって施設長の役はあまりできませんでし

た。ともかく皆が安心して生活できる場所、その

人なりの自己実現のできる時間、助け合って共に

生きることができるようにと必死でした。今振り

返ってみるとよくあんなことができたものだと思

うのですが、本当に幸せな有難い２０年でした。 

 さて、身体障害者療護施設は開所されました

が、重度の知的障害者はのぞみの家には入れませ

んでした。それで授産グループとして活動を続け

ながら、次なる施設をめざして活動を始めまし

た。昭和５６年５月にはプレハブで生活ホームを

スタートさせ、小規模ながら（５人）歩み始めま

した。そしてやはり親亡き後の事も考えて認可施

設をつくろうということになったのです。昭和５

９年日本自転車振興会の補助金と愛知県の補助金

が決定し、精神薄弱更生施設として建設すること

ができました。昭和６０年４月知的障害者更生施

設「まどか」として開所されました。身体障害で

あれ、知的障害であれ一人の人間としての存在に

変わりはないし、私にとっては同じ仲間なので

「まどか」が誕生したことはとても嬉しいことで

した。しかし４０名定員で、敷地ものぞみの家ほ

どに取れなかったので２階建てになりました。そ

こで動き回る大きな体の人には狭い空間でした。

もっぱら日常生活でも、外で活動することができ

るように考えられましたが、住人さんの成長はた

くましく、次の働く場所を作ろうという動きに

なっていきました。 

 平成元年４月肢体不自由児通園施設愛光園はそ

の任を終え、知的障害者通所更生施設として出発

することになりました。というのも学令に達して

もどこへの行けなかった子どもたちが完全義務教

育制になったため学校へ行けるようになったから

です。これは本当に喜ぶべきことですが、卒業し

たらまた行く所がない重度の障がいを持った人達

がでてきたのです。愛光園はその受け皿として通

所の更生施設と衣替えしたのです。それも当時の

法律では重度重症の人を受け止められる施設がな

いので、知的障害者通所更生施設としたのです。

 祈りて共に食い 

 祈りて共に働き 

 祈りて共に学び 

 祈りて共に考え 

 祈りて共に楽しむ 

 マスタープラン 

・軽度障がい者のための作業場 

・重度身体がい者のための身体障害者療護施設 

・診療所 

・リハビリテーションセンター 

・身体障がい者福祉工場 

・家族舎及び職員寮 

・自給自足できるだけの菜園及び果樹園 
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     ひかりのさと案内図    ＪＲ東海道線大府駅下車、タクシー（１５分）が便利です 
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詳細図 

体が大きくなり障がいも重くなった成人たちが愛

光園に戻ってくるのですからその狭さは目に余る

ものがありました。それでもそこで２０年頑張り

ました。たまたま共和地区の土地改良事業が始ま

り、そこを立ち退くことになり、いろいろあって

東浦のひかりのさとへ移転したのは平成２０年の

ことでした。 

－ひかりのさと保育所の歩み－ 

ひかりのさとのぞみの家が開所した年、そこで

働く職員の子どもたちやひかりのさとで暮らして

いる子どもたちのために託児所を作ることになり

ました。当時、乳児保育や延長保育を受けてくれ

る保育園はどこにもなく、やむを得ぬことでした

が、共に生きる仲間の一人として幼い子をしっか

り受けとめたかったからです。 

旧まどかの建物の一部で、母親二人が保母とな

り、４人の子どもを受けとめ、ひかりのさとの中

でのびのびと育っていきました。 

年々人数が増える中で、子どもたちの成長のた

めに大切な保育の場としていこうと親たちも保母

たちも話合い、考え合って運営していきました。

未認可施設でありどこからも補助金は無く、運営

は保育料と職員全体の共済金から保母の給料を

払っていました。人手が足りないと産休･育休の

母親が保母として働くという大変な綱渡り状態で

したが子どもたちはのびのび育っていきました。 

ひかりのさとのぞみの家の住人さんとの交流も

いろんな形で取り入れふれあいのできる仲間でし

た。のぞみの家の誕生会

には保育所の子どもたち

の絵やプレゼントを持っ

て参加し、歌を歌って

祝ってくれました。 

保育所も、赤ちゃんが

増え、年長の子どもたち

は仲間を求める思いが大きくなりました。そんな

時、愛光園との合同保育の話が生まれ、職員。父

母会との意見交換や合同保育の意義を考え、話合

いを積み重ねて出発することになりました。 

昭和５５年１０月１０日、愛光園の運動会にひ

かりのさと保育所の子どもたちも参加して初めて

の顔合わせをし、それから週1回年長児が愛光園

へ行くことになりました。 

愛光園児２１名、保育所から５名の参加でし

た。最初のうちはひかりのさとでのびのび過ごし

てきた子どもたちは狭い場所で大勢の子どもたち

と時間を区切られ、ルールの中に入れ込もうとさ

れてなかなかとけこめなかったようです。でも共

に過ごす中でお互いに刺激し合い、相手を思いや

ることができて徐々に解け合っていきました。 

年々ひかりのさと保育所の子どもたちが愛光園

へ参加する数も増え、合同行事として運動会、ク

リスマス会、卒園式など行いました。３年目には

年長・年中の子は週4日、年少組は週３日として

１０名が参加しています。障がいのあるなしでは

なく、一人の子どもとしてのふれあいやプログラ

ムの中でお互いに育ち合うことができ、親も職員

も育てられていきました。保育所での人手不足も

この合同保育のおかげで乗り切ることができたよ

うです。この取り組みは愛光園ならではの取り組

みであり、保育所を支えるあり方も、職員全体が

子どもたちを守っていこうと努力したすばらしい

ものであったと思います。 

ひかりのさと保育所は、環境の変化と子どもの

減少に伴って平成７年に幕を閉じましたが、私に

とってはすばらしい宝物として心に残っていま

す。法人の沿革には記載されていませんが、子ど

もたちを核にして「共に生きる」「共に育つ」こ

とのできたありがたい歩みであったことをここに

記しておきたいと思います。  保育所の子どもも参加 


