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☆彡
たむっちです❢７月 20 日からアンドゥさ

はじめまして❢まさるです❢

んの野菜教室が始まり、月に 1 回野菜の様

11 月からこどもセンターでお世話になっ

子を見にみどり苑にお出かけしています。

ている、石﨑大（いしさきまさる）です。

野菜の苗の植え込み後、みどり苑の皆さん

今まで、学校の先生をしていました。始め

が水やりをしてくれて、10 月には成長した

は、西成高校で英語の先生。次は外国カン

野菜を見ることができました。センターっ

ボジアの中学校で生徒会（児童会）の先生。

子、おいしいとこどりやん☆彡こども達は

日本へ帰って来て、支援学校の先生。次は

アンドゥさんから、トマトを間引きするこ

大阪市の小学校の先生。そして、今は支援

とで美味しいトマトができることや、青い

学校とこどもセンターにいます。保護者の

トマトの味や、雨が降りすぎるとうまく育

皆さまへは、お役に立てることがあれば、

たないこと、カブを抜いてどんな風に成長

嬉しいです！

しているか、枯れたりうまく育たなくな る

こどもセンターでは「社会を知ろう」の

ことだってあることなど、野菜のイロハを

プログラムで、性教育をこどもたちと学び

教わりました。アンドゥ

ました。
「まさるさんとあそぼう」でも、み

さんの野菜教室を通し

んなと一緒に「相手と自分を大事に」しな

て野菜のことを知り、食

がら遊びました。

べられる野菜が増える

これからもいっぱい、こどもたちと貴重

かもしれない❢とわく

な時間をつくっていきます❢よろしくお願

わくしています。

いします❢

主根と側根とひげ根につ

こども夜まわり再開しました 🍙

いてについて学ぶ。現代で
は「ひげね」じゃなくて「ひ
げこん」って習っ てると

緊急事態宣言が明け、遠足と同時に再開

知り、衝撃を受けるたむっちとアンドゥさんでし た。

したのが、こども夜まわりです。緊急事態
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宣言の間は、おとなだけで行ったので「今

ぎんちゃん」が聖天さん近くでオープンし

日は、こどもは おらんのかぁ。」と おっち

たよ❢と教えていただきさっそくみんなで

ゃんに言われることも、しばしば。こども

行ってきました。

たちも、一緒に行けるのを心待ちにしてい

出発する前に「なん

たようでした。かずま(1 年)は、
「 ぼくは

し

ぼ、持って行くか」

たのし ー か

をみんなで考えま

さし ぶ り に おまわ りいけて

た」(僕は久しぶりに夜まわり行けて、楽し

した。悩んだ結果、

かっ た )と感想に書 いていました ！ かず き

250 円をにぎりしめ

(小２)は初参加後、感想を問われると「分

て出発。好きな駄菓子を買って、聖天さん

からん」と照れていましたが、とても丁寧

でおかしを食べながら遊んで帰りました。

に話しかけていたり、 おっちゃんたちの話

楽しみが一つ増えました。

に真剣に耳を傾けたりと、ステキな姿を見

🍩🍪🍫 🍩🍪🍫 🍩🍪🍫 🍩🍪🍫 🍩🍪🍫 🍩🍪🍫

せてくれました。

こども達は、遊びの天才❢自らの顔にペイ

こどもたちが、出したクイズ。「問題

砂糖は何

ント、落書きして笑いを運んできてくれま
す＝３

本入っているでしょう。
①コーラ(答え 18 本)
②スポーツドリンク
(答え 10 本)
③炭酸水(答え 9 本)
炭酸水に 9 本も？サイ
ダーの間違えちゃうか。
とおっちゃんに突っ込まれていました。私も、そ

そして、どんどん成長していきます❢

う思う(笑)。

ちょっと長いあとがきです(笑)

今回、あとがきを長々と書かせていただ
きましたのは、12 月 16 日からしばらくの間、
産休育休をいただくことになりました。日

12 月になると 11 月のことを振り返りな

常からセンターっ子のあれや、これや、が

がら作るセンターつうしん。
「そやそや、あ

なくなるとさみしいという気持ちになりま

んなことやこんなことがあったなぁ」と思

すが、次に会ったときにどんな成長をして

い出す私の好きな時間です。センターの近

いるのか、とても楽しみです❢

くに「マスダヤ」という駄菓子屋さんがあ

山王こどもセンターはこれからも、こど

って、遠足に行く前によく買いに行きまし

も達が、職員、OBOG、ボランティアのみな

た。閉店して 4 年くらいたったかな。今は、

さん、保護者や地域のみなさんなどなど、

「ドカン」という遊びでマスダヤさんにタ

たくさんの人に見守られながら育ちあって

ッチして帰ってくるというので「昔は、駄

いける場所として活動を続けていきますの

菓子屋さんでな」と今の世代のこども達に

でどうぞよろしくお願いします❢

伝えています。そして、最近は「駄菓子屋
（2）

施設長

田村幸恵

～11 月のこどもセンター来所者数～
日数
24

18 歳

18 歳

以下

以上

398

139
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り つ
が も
と
う
ご
ざ
い
ま
す

北山寛汰さん・・・お菓子
松村郁馬さん・・焼菓子

合計

島田知子さん・・・お米 20 ㎏
香川瑞穂さん・・・衣類たくさん

537

海野千冬さん・・衣類たくさん
宮本真樹絵さん・・衣類たくさん
前中一裕さん・・黒枝豆 3 箱

2021.11.1～21.11.30（順不同）
☆献金

おおさかパルコープのみなさん・・食品たくさん

長田吉洋さん、中須泉さん、渡辺康雄さん、阪田

西村貴之さん・・・衣類たくさん

一揮さん、上田雅也さん、堺恵さん、今村陽一さ

山本建さん・ジュースたくさん・お菓子たくさん

ん、前中一裕さん、堤圭子さん、影政奈緒さん、

北翔大学のみなさん・・おかしたくさん

レデンプトリスチン修道院のみなさん、坂健二さ

吉澤旭さん・・衣類・カイロ・歯ブラシたくさん

ふるさとの家・・・冷凍食品たくさん・パン 2 箱

クッキー・プリン

ん、沖周治さん、阪本百合さん、田中嵩久さん、
山口安喜子さん、多田出佳代子さん、岡本亜紀さ

アザリアさん・・・サンドウィッチ 1 本

ん、ナカジマ酒店のみなさん、矢谷安紀子さん、

和慧さん・・キャベツの苗 10 個・野菜たくさん

松村郁馬さん、澁谷智子さん、臣永正廣さん、

観音山フルーツガーデンのみなさん

☆維持会費

・・・観音みかん 12 ㎏

井窪有紀子さん、猪口絵莉菜さん、川﨑洋幹さん、

もったいない市場のみなさん・・バナナたくさん

小林大悟さん、川口拓馬さん、北山泰利さん、白

こどもの居場所サポートおおさかのみなさん・・
チーズケーキ１箱

波瀬達也さん、西村猛さん、野元和明さん、内藤
直樹さん、松村郁馬さん、松下勝則さん、桑原小

村田音彩さん/村田音琶さん/村田樺音さん・・
衣類たくさん

百合さん

☆後援会費

川越啓子さん・・・
割り箸・紙コップ・紙皿たくさん

（11 月にいただいた方のお名前を記載しています。）

坂健二さん、大野晶子さん、石黒大圓さん、家庭

大崎明宏さん・・・
ぼうしたくさん・カレンダー・ＤＶＤ

養護促進協会のみなさん

合計金額

４６８，３７０円

坂本百合さん・・おもちゃ

☆献品

岩倉智久さん・・おかし

杦山芳代さん・・・

松田小枝さん・・クッキー・プリン

パン・モンブラン・インスタントコーヒー

藤田明さん・みかんたくさん・クリスマスグッツ
横田慎一さん・‥衣類たくさん

堀内美里さん・・・
おかし・ジュース・みかんたくさん

石﨑大さん・・・うなぎパイ

田村隆次さん‥・お菓子たくさん・野菜たくさん

西村優真さん・・・かりんとう

家野まさしさん・・・

堤圭子さん・・衣類たくさん・ひげそりたくさん

小麦粉 1 箱・ホットケーキミックス 1 箱
山本快晴さん・・・お菓子

ご支援ありがとうございました…
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