
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2021 年はお正月ゲーム大会からはじまり

ました❢ 

①コマまわし大会 

幼児さんからおとなまで 19名で対決しま

した❢幼～小 2 の部ではりゅうが(小 2)が 1

分 46 秒でダントツ 1 位❢「もう、できひん」

「絶対むり」とすぐ諦めがちなりゅうがで

すが、1 位になれば、えっへん＝３どや顔で

す(笑)小 3～小 5 の部では、あき、かのんの

5 年生組が 1 分 58 秒と同率 1 位でした。小

6～おとなの部は、ゆうま(高 3)が 3 分 17

秒で 1 位。そして、アルバイトのしらいっ

ちは 1 秒と最下位(笑)こままわしの名人さ

ーん❢教えてくださーい❢ 

②カルタ大会 

センターかるたやポケモンカルタなど、

好きなカルタで勝負☆ 

幼～小 2 の部 あずみ 18 枚 

小 3～小 5 の部 かのん 16 枚 

小 6～おとなの部 みゆ・優真 

・しらいっちが 10 枚と独占 1 位 

をゆずらずでした。 

③羽子板大会 

待ってました❢羽子板大会❢ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いつもは、負けたら顔に墨で落書きですが、

今回はなしです。「え～…」と「やった～❢」

の声が両方聞こえてきました(笑) 

小さい子から順に勝ち抜き戦です。普段や

らないからラリーが続かず…ちょっとラリ

ーが続くと歓声が上がります❢決勝戦は、

りゅうが(小 2)と優真(高 3)です。ハンデあ

りですが、さすが決勝戦。いい戦いでした。 

 

      年に 1 度の羽子板は、低学年 

は、ぜんぜん続かない羽子板 

に涙し、中学年はコツをつか 

み出し、高学年でラリーが続 

き楽しさを理解する。来年の 

こども達の成長が楽しみです。 
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社会をしろう「わたしたちのカラダについ

て知ろう～こころとからだのセミナー」第 6

回目の報告です。 

 

テーマは「LGBTQ」知らないことが人を傷

つけることがある、知識を増やして、人と

関係を取れる人になってほしい❢でした。 

DVD でいろんな性別があることを学びま

した。  ～こども達の感想～ 

 

 

 

 

 

いつもこどもセンターを想い支えてくだ

さる皆様、ありがとうございます。トコで

す。2020 年 8 月 4 日に無事、娘を出産しま

した。名前は「沙良(さら)」と言います。

こどもセンターでの日々の活動や階段の上

り下りで(笑)鍛えられた体力と娘の強さの

おかげで、出産直前までいつも通りセンタ

ーで働くことができ、産院到着後 3 時間で

出て来てくれると言うスーパー安産でした。

予定日が近づくほど、全く想像できないこ

とを経験する怖さが増し、出産では体験し

たことのない痛みに叫び、出産後は体のダ

メージに驚き、慣れないことだらけで四苦

八苦しましたが少しずつ落ち着いて育児を

楽しめるようになっています。そして、こ

どもを産み育てるお母さんたちは本当に強

いな～と尊敬するばかりです。 

2021 年 1 月より、娘と共にこどもセンタ

ーに復帰させていただくこととなりました。 

こども、おとなに囲まれてたくましく育っ

てくれるだろうと楽しみにしています。私

の住んでいたケニアでは地域みんなで子育

てをするのが当たり前で、そんな暖かさが

好きでした。なので、山王こどもセンター

のみんなで共に育ちあえる環境はやっぱり

魅力的だな～と再確認しています。今後と

もよろしくお願いいたします❢(升田理子) 

 

※だっこしてるのは、升田ではありません

(笑)るうあ(小 5)です。目がくりくりで、よ

くおしゃべりするようになりました＾＾ 
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はじめまして、ゆっこです❢今回初めて

センターつうしんを書かせていただいてい

ますが、今回が最初で最後になります❢と

いうのも、私は現在大学 4 年生で、今年の 3

月で大学を卒業し、春から小学校の先生と

して、働くため 2 月いっぱいでセンターを

去ることになりました。私がセンターでア

ルバイトを始めたのは、去年の 9 月頃から

で、それまではコンビニでアルバイトをし

ていました。ですが、コロナの影響でお店

が閉店してしまい、急に職が無くなった時

に、友達の紹介でこどもセンターに出会い

ました。もしお店が閉店していなかったら、

友達の紹介がなかったら、ここでアルバイ

トをしていなかったかもしれない…そう思

うと奇跡のように感じます❢アルバイトを

始めて半年、やっとこども達と仲良くなれ

た頃にお別れするのは寂しいですが、セン

ターで過ごした日々はとても充実していた

な〜と感じる今日この頃です❢なんといっ

てもこども達の元気の良さ❢初めてセンタ

ーに来た時はその元気の良さに圧倒されま

した。大学生になってから、ボール遊びを

したり、鬼ごっこをしたり、公園で遊ぶと

いった The 外遊び❢をすることはなかった

ので、久しぶりに童心に帰ったようで、と

っても楽しかったです。 

短い間でしたが、個性あふれるたくさん

のこども達と出会うことができて、本当に

良かったと思います❢みんなこれからも仲

良く元気でいてくれることを願っています

❢私もこども達に負けずに新たな場所で頑

張りたいと思います❢ 

 半年間ありがとうございました❢❢ 

～1月のこどもセンター来所者数～ 

日数 
18 歳 

以下 

18 歳 

以上 
合計 

22 318 56 374 

※コロナ感染防止のため、おとなの来所を制限させていただきました。 

 

 

 

 

☆献金 

上田雅也さん、長田吉洋さん、中田恵美さん、藤

田妙子さん、奥見康典さん、日本基督教団いずみ

教会のみなさん、重野了子さん、阪田一揮さん、

須藤智江子さん、影政奈緒さん、中須泉さん、渡

辺康雄さん、新名文晴さん、来間久侊さん、森本

吉紀さん、amada hiroko さん 

 

☆維持会費 

生田武志さん、石田清司さん、海野靖浩さん、伊

東祐美子さん、井窪有紀子さん、岡本亜季さん、

小﨑せつ子さん、北川千恵さん、小林大悟さん、

桑原小百合さん、川口拓馬さん、北山泰利さん、

新川美佳さん、佐藤喜子さん、齋藤賢一さん、阪

本百合さん、白波瀬達也さん、多田由実子さん、

旅路の里のみなさん、高畠麻子さん、谷内孝敏さ

ん、西村猛さん、野元和明さん、舟本仁一さん、

三好勇路さん、松村郁馬さん、松下勝則さん、森

本吉紀さん、山田佑希さん、山本綾子さん 

 

☆後援会費 

（1 月にいただいた方のお名前を記載しています。） 

堺 恵さん、下里景子さん 

合計金額 107,200 円 

 

☆献品 

今井健太さん・・おもちゃ 

入江あいれさん・・せんべい 

2020.12.1～20.12.31（順不同） 
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アザリアさん・・サンドイッチ 

一宅安純さん・・衣類・おかし 

伊東雄二さん・・カツラたくさん 

北山純子さん・・かまぼこたくさん 

阪本百合さん・・日用品・回転焼き 

影政夢太さん・・パティ―クラッカー 

櫻井さん・・ラジコン・食器たくさん 

齋藤楓汰さん/齋藤椛音さん・・おかし 

舟本仁一さん・・衣類たくさん・調理器具 

小﨑直輝さん・・ボールたくさん・グローブ 

匿名(2 名)・・おかし・電球・福豆たくさん 

外山礼子さん・・いちご 2 箱・りんごたくさん 

伊東祐美子さん・・お米 46ｋｇ・土なべ・日用品 

おおさかパルコープのみなさん・・食品たくさん 

聖母被昇天修道院のみなさん・・ マフラー・帽子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ドネーションシップわかちあいのみなさん・・ 

手づくりマスク 

こどもの居場所サポートのみなさん・・ 

バナナたくさん 

もったいない市のみなさん・・ 

ソフトキャンディたくさん 

ふるさとの家のみなさん・・ 

食品・ガレットたくさん・カイロ 

杦山芳代さん・・ 

羊羹・ムートンブーツ 7 足・コート 5 着 

平野京子さん・・ 

おかし・うどん・インクジェット用紙 

大崎明宏さん・・本たくさん・アイスクリームメ 

ーカー・ロールケーキ型・おかし 

山﨑有華さん・・カイロ・くつした・消毒・アル 

        コール・カードゲーム・おかし 

        マスク 

 

 

 

1 月はよく大繩をしました。8 の字

や全員で何回飛べるか挑戦❢低学

年はよく足をもっていかれたり、跳

ぶタイミングが合わずにメソメソ

している場面もありましたが、「が

んばろ❢」「おしかったね❢」「もっ

かい、しよー❢」というまわりの声

かけで、飛べるようになってきたで

ぇ～～～❢❢ 

「あきらめたらそこで試合終了で

すよ・・・❓」スラムダンク安西先

生の名セリフ。使うなら… 

今でしょ❢ 

 

たむっちより 
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