
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⛄ 集会所でのクリスマス会 ⛄ 

12 月にはいるとクリスマス会の練習が始

まります。ここ 2 年は、こども達が自分た

ちで考えた出し物を発表しています。すで

に「もう、何するか決めてるねん❢」とはり

きって教えてくれたおとね(小 3)そして、ま

ったく練習する気配のないこうすけ(小 6)と

まい(小 4)「家でやってるから大丈夫❢」と

余裕のよっちゃんっぷり。 

さて、12 月 23 日(金)は、朝から吹雪いて

いました⛄風がすごくて前日に玄関に飾り

つけした風船がなくなってる❢❓吹雪にこ

ども達は、おおはしゃぎ😃 

 司会進行は、おとねとかずき。2 人は司会

のオーディションに合格し、司会も上手に

進めてくれていました＾＾ 

 トップバッターは、かずま(小 2)の歌とダ

ンスとドラジャン (ドラえもんじゃんけん )

です❢彼は人を和ませる力がピカイチ☆彡ジ

ャンケンのタイミングが「いつやねん❢」と

ツッコミを受け、テイク２となりました(笑) 

勝った人には、かずまからのチョコのプレ

ゼントがありました💛 

 三好きょうだい（幼児）のジングルベル

やかずき(小 3)のピアノ演奏、かれん＆あず

っ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

みのダンス、おとねの絵本の読み聞かせ、

そして、家で猛練習をしてきた こうすけの

体操パフォーマンスは歓声が上がり、まい

の紙芝居は会場の人も巻き込んでとーって

も良かったです＾＾ 

ラストを締めくくったのは、DJ 優真先輩❢ 

自作の映像とともにラップを歌いあげまし

た♪            （たむっち） 
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☆彡恐竜の口から出てきます☆彡 

天王寺から 1 時間電車に乘って“わんぱ

く王国”に行って来ました。ここのメイン

は 200ｍのローラ滑り台。その終わり口には

恐竜が口を開けて待っていて、その口に入

ると恐竜の叫び声が響き渡ります。 

まず、私たちがお弁当を食べるために向

かったのは“わんぱくの砦”。標高 210ｍ❢

登っても、登っても、終わりのない階段。

おとね(小 3)は「楽な登り方がある❢」と言

って、少し登っては休み、登っては休みを

繰り返していました。余計、しんどい(笑)❢ 

わんぱくの砦には遊具が 1 つだけ。某サイ

トには☆１つの評価で「すぐ飽きました❢」

のコメント有り。昼食を終えたこども達は、

その遊具で遊び始めます。定番の遊具鬼ご

っこをする横で、学年が上の洸稀(高 1)や優

真(専 1)たちは、手を使わずに遊具に飛び乗

れるかチャレンジ。勢いよくジャンプし遊

具に飛び乗っていましたが、もっとスマー

トにジャンプを❢と意気込んだ洸稀が膝を

強打❢❢絶対痛いはずなのにみんなの前だか

らクールを装っていました(笑) 

遊具鬼ごっこはひたすら続き、気が付け

ば 3 時間経過。メインの滑り台に行ってい

ない❢❓帰りの電車まであと３０分ぐらい

しか残っていない❢わんぱくの砦を少し降

りて滑り台の入り口があります。そこから

200ｍの滑り台を滑っていきます。200m 下

りるという事は再び 200m 上まで登らなれ

ばいけません。「あと 20 分しか遊ばれへん

でー」の掛け声に、滑り台→ダッシュして上

に→滑り台 を繰り返しました。「残り、あと

10 分❢」「はいっ❢」「残り、あと 5 分❢」「は

いっ❢」さながら野球のトレーニングで見る

地獄の階段上りのよう。みんなヘトヘトに

なって帰路につきました。わんぱく砦のセ

ンター評価は☆5 つです❢（しんけ） 

 

～12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 

26 345 150 495 

 

 

 

 

☆献金 

（山王こどもセンター山王おとなセンターの建て替え募金にご寄付をし

ていただいた方のお名前も合わせて掲載させていただいています。） 

上田雅也さん、長田吉洋さん、アニタ・クレーコ

ムさん、山下信行さん、小山春海さん、近藤孝さ

ん、杦山芳代さん、カナディアンアカデミーのみ

なさん、ドネーションシップわかちあいのみなさ

ん、大井真基子さん、山田佑希さん、大阪府遊技

業協同組合社会貢献事業のみなさん、福井祐子さ

2022.12.1～2022.12.31（順不同） 
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ん、清水麻幸さん、青島さん、SPACE☆HOUSE のみ

なさん、阪田一揮さん、渡辺康雄さん、渡辺大輔

さん、新川和さん、匿名 1 名 

 

🎄 クリスマス献金 🎄 

平井大乗さん、聖母奉献修道会のみなさん、大和

キリスト教会支援委員会のみなさん、ドミニコ会

聖ヨゼフ修道院のみなさん、阪本百合さん、燈台

の聖母トラピスト修道院のみなさん、カトリック

夙川教会のみなさん、椋木紀美江さん、伊東英明

さん、下地えみりさん、太田ひとみさん、工藤大

和さん、西村優真さん、香川洸稀さん、鈴木魁七

夢さん、多田由美子さん、山本建さん、北川舞衣

さん、山本春輝さん、奥塚真生さん、福田紀子さ

ん、木谷律音さん、村田樺音さん、西井夏恋さん、

西井海翔さん、レデンプトリスチン修道院のみな

さん、社会福祉法人イエス団みどりの保育園/中

田一夫さん、山田招子さん、賢明女子学院のみな

さん 

 

☆維持会費 

生田武志さん、石田清司さん、海野千冬さん、猪

口絵莉菜さん、岡本亜季さん、安積千晶さん、川

﨑洋幹さん、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、木下

裕貴さん、阪本百合さん、白波瀬達也さん、篠原

一夫さん、齊藤恵子さん、辻本智祐さん、西村猛

さん、内藤直樹さん、福井信介さん、舟本仁一さ

ん、松村郁馬さん、三好勇路さん、升田理子さん、

山本綾子さん 

 

☆後援会費 

（12 月にいただいた方のお名前を記載しています。） 

下里亘さん、家庭養護促進協会のみなさん、小林

洋子さん 

 

合計金額 1,736,229 円 

☆献品 

前島麻美さん・・紙袋  一宅安純さん・・衣類 

田中圭子さん・・衣類  村田美香さん・おかし 

堀内美里さん・りんご  中川正司さん・おかし 

山元朝陽さん・おかし  西井絵里さん・おかし 

安積千晶さん・日本酒 

三好千佳さん・・みかん 1 箱 

柳本友紀さん・・みかん 1 箱 

大崎明宏さん・・玩具・文具 

廣島道子さん・・ぬいぐるみ 

今井健太さん・・タオル・靴下 

山本 建さん・・パンたくさん 

谷内孝敏さん・・ケーキ 2 ホール 

前中一裕さん・・お饅頭たくさん 

臣永正廣さん・・みかん・おかし 

川﨑洋幹さん・・おかし・飲料・柿 

山王みどり苑のみなさん・・おかし 

吉田香子さん・・図書カード・折り紙 

堀利子さん/堀幸雄さん・・お米 60 ㎏ 

どーん！と西成のみなさん・・りんご 

大貫芳夫さん・・温州ミカンジュース 

西山善樹さん・・チーズケーキ 3 ホール 

野宿者ネットワークのみなさん・・おかし 

布川美由紀さん・・衣類たくさん・お米券 

ブレーカープロジェクトのみなさん・・干し柿 

ココルームのみなさん・おもち 30 個・モビール 

大谷美智子さん・・日用品・ホットサンド・雑貨 

ふるさとの家のみなさん・・ 

冷凍食品・おせち 4 セット 

賢明女子学院中学・高等学校のみなさん・・ 

お米 90Kg・帽子 17 個 

近藤 孝さん・・ 

お米 40kg・おかし・文具・柿・みかん 1 箱 

コリアボランティア協会のみなさん・・ 

衣類・雑貨 

おおさかパルコープのみなさん・・ 

食品たくさん・牛乳たくさん 
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こどもの居場所サポートおおさか のみなさん・・ 

食品たくさん・大根５箱・みかん 1 箱 

杦山芳代さん・・ 

パン・焼き芋・カレンダー・カステラ 

匿名 2 名・・ 

マフラー・ベルマーク・衣類・おかし 

上田雅也さん・・ 

掛け時計 2 つ・ビーズクッション 2 つ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

🎄 クリスマス会 🎄 

山田充子さん・・ラスク 

野口綾乃さん・・バームクーヘン 

鈴木絵未さん/鈴木魁七夢さん・・ジュース 

SHINGO☆西成さん・・ケーキ 5 ホール・お皿 

堀内美里さん・・シュークリーム・エクレア 

株式会社 珍々堂/髙濵豊種さん・・チョコレート 

カナディアンアカデミー有志のみなさん・・ 

クッキー100 枚 

株式会社 LeTech のみなさん・・ 

ノート・チョコレート 

福山暁の星高等学校 3 年生のみなさん・・ 

マドレーヌ・クリスマスカード 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

某サイトで☆1 だった遊具 

こどもセンターでは☆5 つ❢ 

おしりから火がふくすべり台🔥 
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