
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

すわさん・・・・・おかき 

田中嵩久さん・・・手羽先 

小川葉子さん・・・衣類 

安藤順子さん・・・雑貨 

山田佑希さん・・・衣類 

喫茶そのさん・・・おかし 

川口拓馬さん・・・刺繍糸 

松本彩華さん・・・洋菓子 

南野大地さん・・・教科書 

栗原美香さん・・・おかし 

宮田季也さん・・・おかし 

奥成聖子さん・・・八つ橋 

今井嘉江さん・・・おかし 

川本克規さん・・・おかし 

北川文江さん・・・おかし 

前島麻美さん・・・おかし 

卜田昭子さん・・・靴たくさん 

西口博昭さん・・・衣類・洗剤 

金田洋子さん・・・衣類・雑貨 

矢木秀行さん・・・味噌 4ｋｇ 

高畠麻子さん・・・衣類・ガーゼ 

森田和正さん・・・おかしたくさん 

永泉法子さん・・・衣類・上靴・かばん 

片山和善さん・・・包丁 2 本・せんべい 

山田明優さん・・・衣類 

小﨑直輝さん・・・おかし 

松田元春さん・・・おかし 

木下孝之さん・・・梨 2 箱 

山元朝陽さん・・・クッキー 

島田記子さん・・・紙袋・食品 

野元和明さん・・・お米 20ｋｇ 

酒井博子さん・・・石けん・食器 

金田洋子さん・・・衣類たくさん 

江沢喜子さん・・・衣類たくさん 

香川嵐稀さん・・・カルピス 2 本 

松下勝則さん・・・雑貨・シール 

三好千佳さん・・・雑貨たくさん 

香川洸稀さん・・・みかんたくさん 

山崎有華さん・・・おかしたくさん 

杉村敏枝さん・・・シュークリーム 

西井絵理さん・・・あめ 12 袋・雑貨 

徳本和也さん・・・彫刻刀・クレヨン 

大貫芳夫さん・・・バームクーヘン 2 個 

高川千秋さん・・・洋服・靴 3 足・かばん 

安藤順子さん・・・かばん・雑貨たくさん 

角野靖代さん・・・衣類たくさん・タオル 

生田武志さん・・・梨 5 個・どうぶつ将棋 

升田理子さん・・・雑貨 
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喜望の家さん・・・柿 1 箱 

杦山芳代さん・・・おかし 

鈴木魁七夢さん・・本 4 冊 

齋藤加奈子さん・・おかし 

上智大学生 4 名・・クッキー 

渡辺由紀子さん・・衣装ケース 

ココルームさん・・絵具 18 本 

田渕真由美さん・・お米 10ｋｇ 

井上ひとみさん・・炊飯器(一升炊) 

臣永正廣さん・・・お米 33ｋｇ 

福長暖奈さん・・・おかし・衣類 

島田隆之さん・・・衣類たくさん 

川崎洋幹さん・・・おかしたくさん 

大木典子さん・・・コップたくさん 

福田真子さん・・・イチゴ 4 パック 

谷井絵美さん・・・おかしたくさん 

中田小枝さん・・・ボール空気入れ 

井窪有紀子さん・・テントロープ 

布川美由紀さん・・衣類たくさん 

赤井美知子さん・・缶詰たくさん 

竹内登紀子さん・・おかしたくさん 

土橋宗一郎さん・・おかしたくさん 

椋木紀美江さん・・おかしたくさん 

旅路の里さん・・食料品たくさん 

TORI 坊主さん・・ドレッシング 4 本 

シン・ヒョナさん・おかしたくさん 

西中むつみさん・・粉末洗剤たくさん 

井窪有紀子さん・・マイナスドライバー 

多田由実子さん・・トイレットペーパー 

Studio Fate さん・・スコーンたくさん 

橋坂まーくん・・・ピーナッツ 4 袋・おかし 

主かおりさん・・・衣類たくさん・おもちゃ 

今井健太さん・・・おもちゃ・トミカ・雑貨 

福永宏樹さん・・・キッチンアルコール 2 本 

近藤孝さん・・・・ガスファンヒーター1 台 

ポパイさん・・・・梨 1 箱・トランプ 48 箱 

平野京子さん・・・おかし・紙袋たくさん 

沖周治さん・・・・衣類 

梅田佐江子・・・・柿 1 

かみおさん・・・・おかし 

湊由美さん・・・・パン 2 袋 

工藤香さん・・・・醤油 1 本 

薩川緑さん・・・・お米 27ｋg 

小野寺さん・・・・お米 10ｋｇ 

中田さん ・・・・お米 10ｋg 

しじみさん・・・・お米 54ｋｇ 

山元華さん・・・・柿・みかん 

竹内さん・・・・・風船たくさん 

廣江満さん・・・・シュレッダー 

堀幸雄さん・・・・衣類・おかし 

たこ竜さん・・・・靴下たくさん 

柳本顕さん・・・・花火たくさん 

堀利子さん・・・・ズボンたくさん 

小国さん ・・・・おかしたくさん 

岡崎さん ・・・・ポンカンたくさん 

池頭稔さん・・・・文具・衣類たくさん 

森虎二さん・・・・文具・色鉛筆 100 色 

野中麗さん・・・・衣類・くつ・おかし 

池頭稔さん・・・・文具・衣類たくさん 

南笑美子さん・・・サーターアンダギー 

いわききよこさん・衣類・雑貨・日用品 

れいちゃん・・・・ドレッシングたくさん 

鈴木弘美さん・・・衣類・おもちゃ・洗剤・

ブロック 

大和美健さん・・・調味料たくさん・シュ

ーケーキ 

永泉法子さん・・・衣類・割り箸・紙袋・

日用品 

大内真理さん・・・カバン・雑貨・クッキ

ーたくさん 

大川陽子さん・・・文具・玩具・エプロン・

かばん 

長谷川元雄さん・・インスタント食品 

ミッシェルさん・・あめたくさん・醤油 1 本 
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トキワ薬局さん・・体温計 1 本 

赤井美知子さん・・陶器・タオルケット 2 枚 

         缶詰たくさん 

小﨑せつ子さん・・おかしたくさん・お茶 

1 ケース 

筒井三喜子さん・・そうめん・うどん・タオル 

寺田みゆきさん・・ビネガー5 本・味噌 3ｋｇ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

飛田新地料理組合さん・・ 

メロン 1 玉・マンゴー2 個 

いわききよこさん・・ 

日用雑貨・ぬいぐるみたくさん 

日の出湯 西野さん・・ポップコーン 1 箱 

中央大学 天田城介さん・・・おかし 

北翔大学 西村貴之さん・・・おかし 

赤井栄さん・・・・おもちゃ・衣類・雑貨・かばん 

澤真子さん・・・・洗顔料・歯ブラシ・日用品たくさん 

掘利子さん・・・・おかしたくさん・カップ麺・お茶パック 

堤圭子さん・・・・衣類・紙袋・雑貨・食品・缶詰・ＤＶＤプレーヤー 

眞鍋幸子さん・・・ピーマン・ナス・きゅうりたくさん 

アザリアさん・・・サンドウィッチ・食パンたくさん 

福田裕子さん・・・石けん・傘・衣類・タオル・おかし 

香川京子さん・・・衣類・鉛筆・ローラーブレード・おかし 

伊東雄二さん・・・トランポリン 1 台・衣類たくさん・おかし 

谷内孝敏さん・・・アイスクリームたくさん・おかしたくさん 

吉村正枝さん・・・カードゲーム「ひらがなでポーカーしよう」 

坂本邦明さん・・・クッキー3 箱・アイスクリーム 2 箱・おかし 

藤田秀人さん・・・フラフープ・アイロンビーズ・サッカーボール 

村田美香さん・・・リクローおじさん 3 箱・おかしたくさん 

大谷美智子さん・・雑貨たくさん・衣類・日用品・紙袋 

宇都宮秀敏さん・・食器洗い洗剤・シャボン玉石けん 3 箱 

高橋有佳里さん・・おかしたくさん・えびせんべい・焼菓子 

ルーク谷内さん・・お米 5ｋｇ・カレールー4 箱・おかしたくさん 

布川美由紀さん・・衣類 2 箱・おかしたくさん・お米券(1ｋｇ×10 枚) 

三野珠美さん・・・紙袋・ひげそり 1 袋・歯ブラシ 1 袋・おかし・かばん 

池田一安さん・・・ポストカード・びわたくさん・ブドウたくさん・ゆず 

宮田桃代さん・・・水風船 2 袋・お米 15ｋｇ・みそ 2ｋｇ・プラバンたくさん 

吉次恵子さん・・・衣類・日用品・歯ブラシたくさん・食品・アメニティグッツ 

岩城潔子さん・・・雑貨・線香 2 箱・かばん・文具・衣類・赤外線暖房機 1 台 

一宅安純さん・・・こども・衣類たくさん・靴・かばん・靴下・絵本・ヘルメット 

中田久江さん・・・てづくりカバンたくさん・人形たくさん・マスク 2 箱・ゴミ袋 

池頭稔さん・・・・こども服たくさん・体育館シューズたくさん・サッカーボール 

加藤昌彦さん・・・海苔 1 袋・焼菓子 1 箱・おかしたくさん・みかん 2 袋・お米 3ｋｇ 

居酒屋どんさん・・たまねぎ 1 箱・にんじん 1 箱・さつまいも 1 箱・じゃがいも 1 箱 

原田さん・・・・・衣類たくさん・おもちゃたくさん・ＤＶＤたくさん・タオルたくさん・雑貨 
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藤田明さん・・・・本 4 冊・おかしたくさん・おもち 2 袋・パン 2 袋・スイカたくさん・

メロン 11 パック・雑貨・ぶどう 5 パック・衣類たくさん・柿たくさ

ん・みかんたくさん・カップ麺たくさん 

渡邉高志さん・・・文具たくさん・紙袋・洗濯用洗剤 4 箱・ジュースたくさん・麦茶パッ

ク・柿 1 箱・ペーパークラフト・うまい棒たくさん・靴 

海野千冬さん・・・カーペット・画用紙・クーピ―2 セット・キーホルダー金具たくさん・

衣類たくさん・おかしたくさん・りんご 5 個・お弁当箱・スプーンフ

ォークセット×2 

吉澤裕純さん・・・ナイトハイク用お面・トランプ 1 つ・クッキー・ざくろジュース 2 本・

雑貨 

松村郁馬さん・・・コンデンスミルク・食器たくさん・衣類たくさん・ゲームたくさん・

お米 5kg・シチューのルー3 箱・DVD「ボヘミアンラプソディ」・雑貨・

おかしたくさん・UBONGO(ゲーム)、たい焼きたくさん 

大崎明宏さん・・・雑貨・紙袋・おもちゃたくさん・くだものたくさん・本・文具たくさん・

卓球ラケット・空気入れ・ドリップコーヒー・ホットケーキミックス 3

袋・ふりかけたくさん・栗たくさん・カードゲーム 2 箱・水あめ 4 つ 

和田素子さん・・・袋たくさん・タッパ・扇子 2 本・水中メガネ・スプーンたくさん・本・バス

タオル・トートバック・ボトルカバー・ノート 6 冊・ブランケット 2 枚 

島田知子さん・・・280ｍｌ×48 本・鞄・靴たくさん・タオル・リッツ 5 箱・ドリップコ

ーヒーたくさん・麻ひもたくさん・衣類・おかし・雑貨・お米 21ｋｇ 

西山善樹さん・・・Ｔシャツ 82 枚・スイカ 2 切れ・電卓・羊羹たくさん・シューアイス

たくさん・みかん 1 袋 

上田雅也さん・・・ホットプレート 1 台・画用紙 4 種、布テープ 5 本、鉛筆削り、ティッ

シュ 6 パック・消臭・抗菌スプレー3 本 

阪本百合さん・・・タオルたくさん・歯ブラシ・掛け時計・カイロ・ひげそり・木箱 2 箱・

チョコレート・コーヒー 

伊東裕美子さん・・土鍋 1 つ・タオルたくさん・雑貨たくさん・衣類たくさん・日用品 

靴・寝袋・マット・帽子・マフラーたくさん・傘たくさん 

Chihiro Aldrich さん・・乳児用掛布団・オムツ・食料品・衣類たくさん・ぬいぐるみ・ 

            枕・ジャムたくさん 

NPO 法人ライトハウス 坂本さん・・・紙袋たくさん 

野上史生さん・野上文代さん・・・・・衣類たくさん 

レデンプトリスチン修道院さん・・・・みかんたくさん 

海野瑛士さん・海野拓士さん・・・・・しいたけ栽培キット 

社会貢献支援財団のみなさん・・・・・果物 1 箱 

合同会社 USJ さん・・・・・・・・・・ミニオン帽子たくさん 

おおさかパルコープさん・・・・・・・食料品たくさん・ノート 33 冊・机 2 つ 
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特定非営利活動法人  和慧さん・・・・おかしたくさん・ジュース 1 ケース 

三共透明紙株式会社 平井大乗さん・・ゴミ袋 3 種・ゴミ袋 250 枚 

カナディアンアカデミーのみなさん・・昆布 20 袋・クリアファイルたくさん 

あしおとでつながろう！プロジェクトさま・・・焼菓子 

カトリック今市教会社会活動委員会 

＆認定こども園あけの星幼稚園さま・・・食料品・衣類・毛布・お米・石けん・カイロ・ 

タオルたくさん 

 

匿名【７名】・・食料品・キッチンバサミ、ピーラー3 つ・おかし・あめたくさん・トースター・

お盆・お茶・ノート・メジャー2 個・アルバムたくさん・衣類・雑貨・商品券 1000

円分・クオカード 500 円分・電化製品・日用品 

 

 

☆彡ハロウィン☆彡 

🍬 おかし・ジュースたくさん 🍬 

西井絵理さん・村田美香さん・オリーブさん・銭屋さん・かずさん・しじみさん・Sugar

さん・たけしの部屋さん・Cat`s さん・霧島つつじさん・ポパイさん・さくらさん・美民

族さん・かおるさん・ゆづるさん・夢さん・ヨシザワ商店さん・木村家さん・ぐうたらさ

ん・鶏まつさん・あぐりさん・成り屋さん・茶々さん 

 

☆彡秋のこどもまつり☆彡 

オリーブさん・・・豚肉        小﨑せつ子さん・・ロールパン 100 個 

今井圭子さん・・・たまご 20 個     海野千冬さん・・・大根 3 本・こんにゃく 5 袋 

中田久江さん・・・スジ肉 30 本 

 

☆彡クリスマス会☆彡 

佐藤喜子さん・・・クッキー100 枚   西村梨香さん・・・クッキー100 枚 

今井圭子さん・・・クッキー100 枚   小﨑せつ子さん・・ケーキたくさん 

臼杵尚美さん・・・・・・・おかし小袋たくさん 

飛田新地料理組合さん・・・おもちゃたくさん・おかし 

SHINGO★西成さん・・・・ケーキ 5 ホール・からあげたくさん 

吉澤裕純さん・・・・・・・クリスマス雑貨・花紙・モール 

カナディアンアカデミーのみなさん・・・クッキー300 枚 

福山暁の星女子高等学校のみなさん・・・クッキー60 袋・クリスマスカード 60 枚 

こどもセンターの活動や行事に 

ご協力いただきありがとうございます！ 
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☆献金 

長田吉洋さん・上田雅也さん・増田千尋さん・筒井三喜子さん・ジャパングレイスのみな

さま・大崎明宏さん・来間久侊さん・指編みボランティア虹のみなさん・渡辺康雄さん・

阪田一揮さん・ドネーションシップわかちあいのみなさん・吉澤順子さん/吉澤水美恵さ

ん・渡辺智子さん・園田克也さん/園田剛さん・安藤順子さん・津崎哲雄さん/アニタ・ク

レーコムさん・今滝憲雄さん・大和キリスト教会支援委員会のみなさん・西口裕祐さん・

山本勝子さん・近藤孝さん・大和美建/小松さん・廣江満さん・近藤梓さん・深田義幸さ

ん・シトー会西宮の聖母修道院のみなさん・小山春海さん・岡本みどりさん・山本愛子さ

ん・中島酒店のみなさん・谷内孝敏さん・笠間清一さん・重野了子さん・銭屋のみなさん・

銭屋のゆかいな仲間たちのみなさん・古川友絵さん・西村梨香さん・千羽智子さん・飛田

新地料理組合のみなさん・沖周治さん・西村貴之さん・三野珠美さん・山下信行さん・若

松勇輔さん・坂健二さん・森田正和さん・今村陽一さん・ぷくるさん・阿部秀樹さん・寺

口淳子さん・原田美子さん・シオンの丘レデンプトリスチン修道院のみなさん・鶏まつさ

ん・ドミニコ会聖ヨゼフ修道院のみなさん・カトリック夙川教会のみなさん・木下孝之さ

ん・高澤充朗さん・竹内登紀子さん・北川文江さん・川越啓子さん・大阪聖アンデレ教会

のみなさん・高畠麻子さん・海野千冬さん・野間了子さん・聖母奉献修道会のみなさん・

日本キリスト教団玉出教会のみなさん・矢島晶子さん・いずみ教会のみなさん・中尾文さ

ん・亀田彩子さん・塚崎美智子さん・堺恵さん・シトー会那須の聖母修道院のみなさん・

酒場 KimuraRider のみなさん・奥見康典さん・奥村智子さん・窪田和美さん・親和ハウス

のみなさん・矢谷安紀子さん・中須泉さん・山田充子さん・中野冬美さん・根岸貴通さん・

岡真由美さん・内藤直樹さん・木田真紀さん・中田恵美さん・谷池教子さん・匿名 2 名 

 

☆維持会費 

海野靖治さん、金岡秀美さん・北川千恵さん・大木典子さん・西村猛さん・宇都宮秀敏さ

ん・三好勇路さん・阪本百合さん・佐藤喜子さん・多田由実子さん・新川美佳さん/新川

和さん・松村郁馬さん・西村亜紀さん・伊東祐美子さん・石田清司さん・前島つる子さん・

れいちゃん・市場恵子さん・福井信介さん・小﨑せつ子さん・山田佑希さん・金沢修子さ

ん・山元華さん・松下勝則さん・野元和明さん・舟本仁一さん・生田武志さん・鈴木絵未

さん・齋藤賢一さん・高畠麻子さん・旅路の里さん・中川慎二さん・宮田桃代さん 

 

☆後援会費 

西村猛さん・高橋さとみさん・大木典子さん・伊東祐美子さん・赤井康一郎さん・工藤香

さん・中田寛至さん・高見恵さん・近藤梓さん・小島由貴さん・わたなべ往診歯科のみな

さん・松野尾裕さん・山崎有華さん・れいちゃん・森信一さん・福嶋香恵さん・下橋邦彦

さん・中西浩一さん・山田真理さん・青木春美さん・西田こよみさん・一宅安純さん・吉

村正枝さん・新家庸子さん・下里亘さん・松村明実さん・家庭養護促進協会のみなさん・

山田佑希さん・金沢修子さん・岩倉智久さん・齋藤恵子さん・西山善樹さん・寺口淳子さ
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ん・清水麻幸さん・大井真基子さん・山岸明子さん・北川由紀彦さん・渡辺征二さん・上

瀧大さん・堺恵さん・山口安喜子さん・石黒大圓さん・阿部秀樹さん・谷池教子さん・木

田真紀さん・高橋有佳里さん 

🎅クリスマス献金🎅 

伊東ひびきさん・伊藤ひかるさん・伊藤祐美子さん・菊地ともきさん・菊地いぶきさん・

菊地大輔さん・下地えみりさん・奥村りょうさん・奥村はやてさん・奥村知子さん・北川

まいさん・北川文江さん・一宅りゅうがさん・一宅るうあさん・村田かりんさん・村田お

とはさん・村田ねいろさん・西井かいとさん・西井かれんさん・西井ここあさん・青木い

さしさん・青木しょうせいさん・西村こうすけさん・海野えいとさん・海野たくとさん・

齋藤かなたさん・齋藤かのんさん・高畠あきさん・香川洸稀さん・香川穂華さん・多田瞬

也さん・西村優真さん・今井健太さん・小磯知江子さん・吉村正枝さん・山崎洋さん・松

下勝則さん・ウィズソフィーさん・髙田茂則さん・こどもの里さん 

 

合計金額 3,114,891 円 

🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞 

2019年のキャンプは、和歌山県立紀北青少年の家 

キャンプテーマは…「きーほくほく！うめぼしたべてスッパマン！全力キャンプマジ卍
まんじ

」 

 

「3 年山王組のお家騒動」「タピエモン」「平成タピオカ Bo`ｓ」「あしたからおれは」

の 4 チームで楽しみました＾＾プール中に大雨が降り、その時にマミさんが教えてくれた

「ケンタッキーフライドチキンとマクドナルド」の歌は、センターで大流行。野外炊飯で

はカレーやピザ作り、クラフトではえんぴつくんを作りました。出だしがキャンプに関係

ないことを書いたまい (小 1)の作文。彼女は、初めてのキャンプで最優秀賞をとりました! 
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家でしっかり仮装をして集まったこども達。もちろんセンターにもいろんな仮装グッツあ

ります(笑)一番のおすすめは、からかさおばけです👻昔は、布をグルグル巻きにしたり、

グローブつけてみたりしたけど、今はハロウィンブーム。ばっちりの仮装です。ちなみに、

マミさんは魔女 たむっちはジョーカー とこちゃんはアダモちゃんの仮装でした(笑) 

 

 

トリックオアトリート！おかしくれないとイタズラしちゃうぞ☆ 

たくさんのおかしとジュースありがとうございます！ 
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2019年度 永信食堂＠西成永信防災会館 

日にち 献   立 
参加者 

こども おとな 合計 

4/3(水) 

昼開催 

カレー（キーマカレー、ビーフカレー、シーフードカレー）、フ

レッシュサラダ、人参サラダ、大根と人参マリネ 
27 47 74 

４/17(水) 
すすき大根、高野豆腐たまごとじ、ねぎとエリンギ炒め焼鳥風、

スパゲッティサラダ、フレッシュサラダ、味噌汁 
37 48 85 

5/８(水) 
なすの豚肉まき、イカと厚揚げのキノコ炒め、きゅうりとにんじ

んの白和え、ポテトサラダ、フレッシュサラダ、にら玉スープ 
56 40 96 

5/22(水) 
チキンカツ、チーズポテト&しいたけ、ほうれん草とベーコンの

キッシュ、ペンネトマト、フレッシュサラダ、コンソメスープ 
37 59 96 

6/5(水) 
ポークチャップライス、じゃがいもとちくわの甘辛煮、切り干し

大根ツナサラダ、フレッシュサラダ、豆乳スープ 
31 60 91 

6/19(水) 
牛肉とあつあげの味噌炒め、小松菜とえのきの中華和え、シーフ

ードとチキンのマリネ、フレッシュサラダ、ポテトスープ 
35 56 91 

7/3(水) 
ピーマンの肉詰め、こんにゃくと鶏肉の味噌炒煮、ほうれん草と

トマトのツナサラダ、フレッシュサラダ、味噌汁 
34 60 94 

7/17(水) 
豚肉ときのこの南蛮漬け、高野豆腐の角煮風、煮物、フレッシュ

サラダ、もやしのたまごスープ 
31 66 97 

8/7(水) 

昼開催 
汁なし坦々麺、夏野菜のバターしょうゆ炒め、しゃけご飯 24 47 71 

8/28(水) 
とりもも南蛮、ブロッコリーとトマトのピカタ風、ゴロゴロポテ

トサラダ、長ネギと厚揚げ炊いたん、フレッシュサラダ、味噌汁 
28 48 76 

9/4(水) 
牛肉のチャプチェ、かぼちゃとそぼろの煮物、大根とサバの味噌

煮、イカとマカロニのチーズ焼き、フレッシュサラダ、味噌汁 
25 48 73 

9/18(水) 

鶏むね肉の生姜焼き、切り干し大根ときゅうりのポン酢あえ、し

しとうとナスのごまみそ和え、豆苗とたまごのガリバタ炒め、フ

レッシュサラダ、味噌汁 

34 63 97 

10/2(水) 
玉ねぎたっぷりトンテキ、無限かにかま、白菜とえのきの煮びたし、

もやしおひたし風、マカロニサラダ、フレッシュサラダ、味噌汁 
22 57 79 

10/16(水) 
チキンライス、クリームシチュー、ひき肉とキャベツの回鍋肉風、

ちくきゅーマヨ、フレッシュサラダ、ささみフライ 
19 59 78 

11/13(水) 

こども食堂

フェス 

からあげ、コロッケ、かに玉、ひじきの煮物、ザーサイ、スパサ

ラ、フレッシュサラダ、ピクルス、さつま汁、みかん 
68 120 188 

（9） 



🍉 🍉 🍉 🍉 🍉 🍉 🍉 🍉 🍉 🍉 🍉 🍉 🍉 🍉 🍉 🍉  
調理ボランティアや食材の提供、カンパなど永信食堂を支えてくださった皆様に感謝もう

しあげます❢ 

 

 

 

 

 

 

1 年間、メニューが 

かぶらないように工夫 

しています＾＾ 

バランスのとれた食事 

をこども達、地域の皆 

さんに提供できるよう 

にしたいなと思います。 

 

日にち 献   立 
参加者 

こども おとな 合計 

11/20(水) 
牛肉と大根、ブロッコリー炒め、レンコンきんぴら、さつまいも

サラダ、フレッシュサラダ、ボール天ぷら煮物、味噌汁 
28 51 79 

12/11(水) 
おうちカレー、ささみフライ、ミニとんかつ、フレッシュサラダ、

ブロッコリーとゆでたまごのサラダ 
38 64 102 

12/18(水) 
スペアリブと手羽元のごちそう、筑前煮、さつまいもサラダ、フ

レッシュサラダ、カリフラワーと小松菜のスープ 
37 55 92 

1/8(水) 
洋風肉じゃがトマト風味、ちくわのエビチリ風、大根とおあげの

サラダ、フレッシュサラダ、カリフラワーのクリームスープ 
27 45 72 

1/22(水) 
鶏マヨ、豚とナスのみそ炒め、ワカメと竹輪の酢の物、フレッシュ

サラダ、てんぷらの煮物、イカフライ、ワカメともやしのスープ 
37 59 96 

2/5(水) 
白菜豚巻き、厚焼きたまご、マカロニサラダ、フレッシュサラダ、

春雨スープ 
23 47 70 

2/19(水) 
焼肉丼温玉添え、簡単胡麻和え、フレッシュサラダ、お漬け物、

味噌汁 
29 59 88 

3/4(水) 
ロングロールキャベツ、マカロニサラダ、フレッシュサラダ、白

菜と竹輪と卵炒め、もやしとワカメのコーンスープ 
19 38 57 

  

 
 

ごはん残したらあかんし、

苦手な野菜も食べなあか

んけど、みんなで食べるん

は楽しいで～♪ 
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2019年度 こどもセンター来所者数 

🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺  
2019年を振り返って・・・ 

 

お泊り会 

2 年生以下は 2 階でおやすみ☆彡 

どこで寝るのか誰の横で寝るのか取り 

合いしながら…いつまでも寝ずにさわ 

いでるこども達に先輩からアドバイス。 

「明日、眠たいゆうたら、おこられっぞ。」 

月 日数 18 歳以下 18 歳以上 合計 
特別行事 

（再掲） 
18歳以下 18歳以上 

４ 24 615 221 836 
進学・進級お祝い会と

お泊まり会 
29 

10 

39 

５ 24 484 144 628 
春キャンプ 

(のべ人数) 

22 

(44) 

11 

(22) 

６ 26 580 223 803 初夏の大運動会 約 54 約 59 

７ 26 530 181 711 アウトドアクッキング 33 ５ 

８ 26 580 174 754 
夏キャンプ 

(のべ人数) 

28 

(112) 

11 

(44) 

９ 23 433 161 594    

10 25 499 278 777 秋のこどもまつり 51 123 

11 24 440 167 607    

12 26 525 195 720 クリスマス会 55 43 

１ 22 405 163 568 もちつき大会 29 23 

２ 23 358 141 499    

３ 25 507 132 639 卒園・卒業お祝い会 24 7 

 

春キャンプ 

いつもの猪名川キャンプ場にて。みんなで力を合わ

せてごはん作り～♪メニューは、タコライスです。

自分でみじん切りしたニンジンをぶちまける美緒

やレタスの水切りでレタスをぶちまける かのん

(笑)失敗は成功のもと❢次につなげよう❢ 

 

（11） 



 

運動会 

強奪ゲームはめちゃくちゃ気合いがいる❢ 

服を取られへんようにしっかりつかんで 

気合いだ～気合いだ～気合いだ～❢ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ココルームにて井戸掘り 

お誘いをうけてココルームの井戸掘りのお手伝

いに行きました。貴重な体験でした☆彡 

  

栗山龍太さんライブ 

In 西成永信防災会館 

盲目のシンガーソング 

ライターの栗山さんと 

盲導犬アンジーがライブ 

とお話をしてくれました。 

「リアルビクトリー」 

とっても素敵な曲です❢ 

 

 

平井大さんがやってきた～！ 

なんと❢平井大さんがセンターに 

遊びに来て「THE GIFT」を歌ってく

れました。「そのメガネは、ライト

がまぶしいからですか❓」の質問に

もこころよく答えてくれました(笑) 

(読売テレビ 音力-ONCHIKA-の取材にて 4/4 放送） 

 

卒園・卒業お祝い会にて 

1 年のしめくくり行事です。新生活を迎え、

おとなになっていくこども達の表情は、とっ

てもいいなぁと思います。「好きなユーチュ

ーバーは誰ですか？」の質問に「今時やな～」

と感じる今日この頃。ジェネレーションギャ

ップを感じ始めてます❢(たむっち) 
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