
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山王こどもセンターがある地域は、狭い道の両

側につつましい家屋や商店が身を寄せ合うように

して建ち並んでいます。この光景は、私がはじめ

てここに来た 40 年ほど前とそう大きくは変わっ

ていません。ただし当時は道々に人が多く、活気

にあふれていました。様々な年代の子どもたちが、

賑やかにまちで遊んでいました。 

 時代は大きく変わり、いま、山王で目立つのは

むしろ高齢の方々です。外で遊ぶ子どもは少なく

なっています。では、こどもセンターの役割はな

くなるのでしょうか。いや、むしろ子どもが見え

にくくなった分だけ、重要な役割が求められてい

ます。少子化の時代、子どもの貧困が深刻になっ

ている時代、家でも学校でも生きづらさを抱え、

居場所を求める子どもたちがいます。そのうえ山

王の複雑な地域性もあります。現代の子どもの問

題がさまざまに顕れているのがこの地域です。時

代が変われといえども、こどもセンターは正面か

ら子どもたちのこうした問題に向き合っていくこ

とが期待されています。 

 まさに、このタイミングでこどもセンターは新

たな段階に入ります。これまで永らく施設長を務

めていただいた前島麻美さんが定年となりました。 

こどもセンターをここまでつくりあげてくれた 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「マミリーダー」の偉大な功績に感謝いたします。

そして、新施設長として田村幸恵さんが就任しま

す。田村さんは、こどもセンターのスタッフとし

ての豊富な経験はありますが、なにぶん施設長は

初めてです。不安もあります、が、期待はそれに

勝ります。ぜひフレッシュな施設長への応援をお

願いします。 

 みなさまにはあらたな船出となる山王こどもセ

ンターをこれまでにも増して見守っていただき、

一層のご支援をいただくことができれば幸いです。 

理事長 小野 達也 
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新たな旅立ち エリザベス・ストローム福祉会理事長 小野達也 

『西成ベビーセンター』

時代の写真です。めちゃき

れい！今でもあお色とみ

どり色の枠は残っています。

下の写真は、小野理事

長が、25歳で 1年間 

ボランティアを 

されていたころ。 

今から 35年 

前の写真です。 

 

← マミリーダー 

若い！！ 
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コロナウイルスの終息がみえない不安な時期を

過ごすなか、みなさまにご挨拶申し上げます。以

前からお知らせしていましたが、わたくし前島麻

美は 2020 年 3 月 31 日付で定年退職をいたしまし

た。1984 年 2 月から「山王こどもセンター」で働

き始めましたが、人生の半分以上である 36 年間に

私自身たくさんのことを学ばせていただきました。

自慢のこどもたちがいて、2 世・3 世のこども達に

接することもできる最高の職場で、この時間、こ

の場所は私の誇りです！本当にいろんなことがあ

りました。悔しいことや怒り心頭したこともあり

ましたが、やはり楽しかったことや嬉しかったこ

との方が多く、定年まで無事に務めさせていただ

けたことに感謝の気持ちでいっぱいです。もとも

と運営母体であった日本福音ルーテル教会「山王

こどもセンター」が財政難のため 1985 年に閉鎖通

告を受け、当時の支援者や保護者と共に教会から

土地と建物を買い取り、自主運営を始めた 1986

年。就職して 1-2 年の私に当時「お金のことは何

とかするから、マミさんのやりたいようにセンタ

ーを続けて！」と世話人会のみなさんに言ってい

ただけたことが本当に有難く、それを支えにして

頑張ってこれたと思います。1996 年には『社会福

祉法人ストローム福祉会』という法人組織にし、

それまでの「学童保育事業」から「大阪市こども

の家事業」という児童館活動を公的な支えのもと

に継続することになりました。もともと学童保育

とはいえ、そこにいるこども達のニーズに応えた

いと学童の対象年齢児童だけでなく障がいの有無

も関係なく、参加費はもらうけど月謝はなし、誰

でも参加できるし、夜のプログラムもやっていた

し「行政が後からついてきてるやん！」という想

いもありながらのこどもの家事業でした。ところ

が 2013 年度末をもって大阪市の財政難を理由に

子どもの家事業が廃止され、再び学童保育の補助

金で運営することになったこどもセンターですが、

自由来館できる場所であることには変わりありま

せん。そして忘れてはならないのが 2011 年 4 月に

開設した「山王おとなセンター」健常児は大きく

なってもボランティアとしてこどもセンターと一

生かかわることができるけれど、それが少し難し

いこども達ともつながれる場所が欲しいと作業所

つくりを考えていました。こどもセンターの裏側

の住居兼あんま屋さんが売りに出ていたのを買い

取り、いつか作業所を！の夢を持ち、6 年半かか

りましたがたくさんの方の協力で就労継続支援 B

型の事業所が誕生しました。たくさんの思い出が

つまった「山王こどもセンター」を退職しました

が、4 月 1 日から「山王おとなセンター」の施設

長として心も新たに、再就職させて頂きました。

こどもセンターは、たむっちこと田村幸恵が施設

長として新しいこどもセンターを作り上げていっ

てくれます。これからもあたたかいご支援をよろ

しくお願いします。退職するに際し、西成・山王

から離れるのかと心配してくださった方もいらっ

しゃいましたが、もう少ししぶとくこの地に残っ

てこども達、昔のこども達、おとなセンター利用

者たち、地域のみなさま、関係者のみなさまにお

力を頂きながら、もう少し頑張らせていただきた

いと願っています。今は残念ながら休止中の「こ

ども食堂」の再開も願いつつ、次にやりたいこと、

ネクストステージの夢も諦めていません！ 

あっという間に駆け抜けた感じのこどもセンタ

ーでの 36 年間、公私ともに支えてくださったすべ

てのみなさま、本当にありがとうございました。

とくにこども達、私のわがままに付き合ってくれ

た歴代スタッフのみなさん、本当に本当にありが

とうございました。 

そしてこれからも、よろしくお願いします。 

 

前島麻美 

ありがとうございました。 
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2020 年 4 月から田村・升田・新家を中心にこど

もセンターを運営していくことになりました。ど

うぞ、よろしくお願いします。 

田村幸恵（たむっち）1982 年生まれ 

こどもセンターとの出会いは、じゃがいもこ

どもの家でアルバイトしていた時に、「田村さん、

ちょっと行ってくれへん？」と新家さんから任

命されたのがきっかけでした。はじめて行った

時、玄関にゆうやくんがいて、するどい目つき

とめっちゃついてるピアスに少しビビりながら

も(笑)こども達と毎日、あそんで、笑って、ケ

ンカして、仲直りして、たくさんの思い出がで

き、職員として 8 年目となりました。そして、

マミさんの後を引き継ぐことになりました。こ

んな日が来るなんて！？ 

これからも大事にしたいことは「誰でも来れ

る ふらっと来れる みんなの居場所」です。

こども達がまわりのおとな達の暖かな眼差しを

感じられるように、おとな達に守られて育ち合

っているのだと安心できる環境を作り続けてい

きたいと思っています。その為には、こども達

が いろんな人に出会うこと。そしてたくさんの

経験をすること。その上で、自分を大切にし、

人を思いやる気持ちを育み、社会の一員として

育っていくことを願っています。まだまだ未熟

者ですが、どうぞよろしくお願いします。 

 

 

 

 

升田理子（とこちゃん）1988 年生まれ 

センターに来て 3 年目になりました。みんな

の成長の早さに驚きつつ、貴重な日々を一緒に

過ごせていることがとても嬉しいです。 

 

 

新家 茜（しんけさん）1980 年生まれ 

この春、同法人内にある「じゃがいも子ども

の家」から異動してきました！ 

センターっ子の有り余るエネルギーに圧倒され

つつ、不意に見せてくれる愛らしい姿に魅了さ

れつつ、色々な場面を一緒に過ごしていきたい

と思っています！よろしくお願いします。 

 

☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡 

1980 年代生まれの声が大きい猫好きという共

通点がある 3 人ですが、性格はそれぞれ違ってお

もしろいので、どうぞよろしくお願いします＾＾ 

☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡 

よろしくおねがいします！ ☆職員紹介☆ 

好きなたべもの 

くだもの、やさい 

嫌いなたべもの 

ミョウガ 

好きなあそび 

王様陣とり 

風船バレー、カロム 

 

好きなたべもの 

ライチョウの里 

バナナ 

嫌いなたべもの 

なし 

好きなあそび 

王様陣とり 

好きなたべもの 

レンコン、串カツのプチ

トマト 

嫌いなたべもの 

魚のフライ、麻婆豆腐 

好きなあそび 

風船バレー、しっぽとり 

ミニ運動会 
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 2020 年 4 月の出来事です。3 月から学校が休校

になり、朝から夕方までセンターで過ごす生活。

そして 4 月に入り、緊急事態宣言が発令され、自

宅で過ごせるこども達は、自宅で過ごしてもうら

うことになりました。こどもセンターに来るこど

も達は、だいたいおなじメンバーになり、より家

族のような感じで過ごしています(笑)たむっちは、

「春休みが長くて、夏休みが短い方がいいわ～♪」

と言うと「それ、何回も聞いたで。」と新家さん

につっこまれるのでした。 

 

3/30（月）に快晴のクラフトしよーぜ❢をしまし

た。かわいいお面がたくさんできました❢個性的

なお面を作ったのは、中央のまいちゃん(新小 2)

でした～♪ 

 

 

 

4/3（金）気分転換に聖天山にピクニックにいきま

した。石垣の上に登ったり、聖天山のまわりを探

検しました。桜がとってもきれいで、とってもい

い天気で気持ちがよかったです。しかし公園で遊

ぶのも控えることになり、センターでいかに楽し

むか❢こども達は遊びの天才です。 

 

吉澤のおっちゃんにもらったボディボードをすべ

り台にして遊んでる❢❓「これ、考えた人、天才

やで❢」と言うとうれしそうなこども達。しばら

くこの遊びは続き、ボードの真ん中が凹んでます。 

3 月に卒園・卒業お祝い会をしました。瑞穂は通

りすがりにお祝いです☆彡中学卒業おめでとう❢ 
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～4月のこどもセンター来所者数～ 

新型コロナウイルスのため、進学・進級お祝い会

とお泊り会、永信食堂は中止となりました。 

 

 

 

 

 

☆献金 

森田和正さん、長田𠮷洋さん、森家さち子さん、

沖周治さん、増田千尋さん、井上美知子さん、賀

元澄子さん、山下信行さん、渡辺康雄さん、平井

大乗さん、近藤孝さん、来間久光さん 

☆維持会費 

生田武志さん、石田清司さん、海野靖浩さん、大

重紀久代さん、金澤修子さん、北川千恵さん、佐

藤喜子さん、齋藤賢一さん、阪本百合さん、多田

由実子さん、福井信介さん、舟本仁一さん、宮田

桃代さん、山田祐希さん、山本綾子さん 

☆後援会費 

（4 月にいただいた方のお名前を記載しています） 

齋藤賢一さん、赤井栄さん、村田美香さん、北川

千恵さん、森家さち子さん、山本綾子さん 

合計金額 191,200 円 

☆献金 

永泉法子さん・・衣類 

一宅安純さん・・衣類 

川本克則さん・・マスク 

南笑美子さん・・おかし 

阪本邦明さん・・おかし 

安本定男さん・・おかし 

西山善樹さん・・たけのこ 1 箱 

竹内龍男さん・・おかしたくさん 

穴沢一良さん・・こども用マスク 

鈴木絵未さん・・ドリップコーヒー 

松繁弓子さん・・おかし・洗剤 3 箱 

多田由実子さん・・トイレットペーパー 

松村郁馬さん・・おもちゃ・衣類たくさん 

西澤緑さん・・おかし・コーヒーたくさん 

おおさかパルコープさん・・食品たくさん 

山﨑有華さん・・おかし・石鹸・ティッシュ 

NPO 法人ライトハウスさん・・紙袋たくさん 

大崎明宏さん・・おかし・ふりかけたくさん 

ふるさとの家さん・・キャベツ 8 玉・メンマ 2 袋 

阪本百合さん・・ハンドタオル・おかしたくさん 

伊東雄二さん・・おかし・キックボード 1 台・机 

長田吉洋さん・・おかし・ジュース・ハンドソー 

プたくさん 

島田知子さん・・衣類・おかしたくさん・マスク 

2 箱・アルコール消毒液 

三好千佳さん・・リンス 2 箱、調味料・ブランケ 

ット・ひげぞりたくさん 

ももたろうさん・・弁当箱・割りばし・プラスチ 

ックカップ・食パン 1 本 

金塚小学校 PTA、保護者、地域のみなさん  

・・てづくりマスク 20 枚 

こどもの居場所サポートおおさか のみなさん 

・・フリーズドライ食品・ジュースたくさん 

【匿名】3 名・・てづくりマスク・マスク 1 箱・ 

みかん 1 袋・ティッシュ 1 パック 

・・・ご支援ありがとうございました・・・ 

おわりに… 

 いつもと違う日常が長らく続いており、みなさ

んも大変な日々を送られているかと思います。そ

んな中、こどもセンターのために物資を送ってく

ださったり、直接持ってきてくださったり、寄付

をしてくださったり、たくさんのご協力とご支援

をいただきました。本当に感謝しかありません。 

みなさま、ありがとうございます。 田村幸恵 

日数 
18 歳 

以下 

18 歳 

以上 
合計 

25 316 65 381 

 

2020.4.1～20.4.30（順不同） 

おおきに！ 
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