ひがよどキッズのサードプレイス

はじめました

ご協賛の
お願い

住所

大阪市東淀川区東淡路1-5-51
ショッピングタウンエバーレ 地下館
時間 平日15時〜19時
電話 0120-939-070
メール viva.higashiyodogawa@gmail.com

しゅくだいカフェ 活動報告 vol.30
2019年9月号

まだ大した情報は発信してませんが、
「忘れ物情報」や
「イベントのご案内」
などの情報を発信していきたいと思っております。
個人的に
「ウチの子まだいますか？」
「何時までに帰って来いと伝えて
もらえませんか？」
などのやり取りも
（繋がっていただければ）
出来るようになりますので便利です！ぜひご登録ください！

①ID検索で『@ddo9185p』を検索

②上記のQRコードをスマホで読み取り

現在「しゅくだいカフェ」
は完全無料でご利用いただいており、運営上必要な経費は全て
持ち出しで賄っております。今後も東淀川の子どもたちの為にも
「しゅくだいカフェ」
を
無料で誰でも自由に利用できる場所として存続させていきたいと考えています。
つきましては、
「赤の他人の子どもの居場所」
ではなく
「社会の宝物を育む場所」
を創る
という当運営委員会の方針にご理解、ご賛同をいただける企業様、個人様からの
ご協賛を承りたくお願い申し上げる次第です。何卒よろしくお願い申し上げます。

【送金先】 ゆうちょ銀行

記号：14090 番号：57623581
名義：放課後スペースviva!運営委員会
個人様：志で結構でございます

法人様：一口5,000円（何口でも結構です）

30.生き物にふれて学ぶこと
まひる先生です。言わずと知れた昆虫を始めとした生き物博士の
私は年中生き物（主として虫か魚か小さな爬虫類など）を飼って
います。例によって小学生時代は飼育係を率先して担っており、
カマキリ・亀・ザリガニ・メダカ・ヒヨコなどを教室で飼って
お世話をしていました。

月額サポーター
募集中！

持続可能なサードプレイスにしていくために、
「月額サポーター」
を募集しております。

株式会社 西川
有限会社 共和堂
理事メンバー紹介

理事長

本川 誠

②飼育計画を立てる

https://congrant.com/project/viva/127

QR コード
北出入口

旭屋

月額サポーター様（順不同・敬称略）

ママのしごとば
＠東淡路

カンザキ

株式会社 Snailtrack 株式会社ソレイユ 鈴木 真紗子

東淀川区内で配達されている
朝日新聞の購読料の一部を
しゅくだいカフェの運営費に
充てています

①まず生態を知る

サポーターになるかどうかはさておき、下記サイトだけでもご覧ください！

たくさんのご支援、ありがとうございます!!

協賛企業様

クラスで生き物を飼育するには？

比嘉 康夫
タダ
株式会社ながいき 鐘下 信彦
井上 啓一
アメリカン
放課後
エバー
スペース
マック
藏之前 真一郎
金子 恭士
川村 哲也
中央広場
viva!
谷本 直彦
石井 成
村山 和子
星野
竹重 智
中島 圭一郎 阪口 惠藏
武田 緑
奥田 康二
岩崎 智彌
ニッコー
丹生 年栄
むろぞの剣心 倉垣 勝史
東出入口
本川 誠
箭原 優子
山口 英司
高橋 正峰
嘉悦 弘一郎 ※1000円以上の月額サポーター様のみ掲載させていただいています。

四姉妹のパパ兼㈱Snailtrack代
表。大阪市東淀川区で朝日新聞
の販売店を経営。
東淀川区で最もローカルグッドな
企業を目指して、中井、武田と共
に
「しゅくだいカフェ」
を始める。他
にシニアや障がい者の「ちょっと
困った」をサポートする「いえサ
ポ！」や、地域で一番優しい塾「朝
日塾」
などを運営している。

③担当を決める（役割分担）
④実行する（餌やり・掃除）
以上の①〜④に責任感を持って取組む事で命の儚さや尊さ、物事に興味を持って面白く感じる心、
小さな変化を見逃さない観察眼が養われます。
しゅくだいカフェ運営委員会でも何度か子ども達で生き物を育てられないか？と話題に出たことが
ありました。
そして先日行って参りました大阪府能勢郡への毎年恒例サマーデイキャンプ。川遊びで捕獲したア
カハライモリを連れて帰りたそうな子ども達（笑）
ちゃんとお世話をすることを固く約束し晴れて（？）しゅくだいカフェの仲間に加わりました。夏期
休暇明けに元気な姿でしゅくだいカフェにやってきたイモリ。

副理事長

大阪市東淀川区のスーパー主婦
（となりの人間国宝）
3人息子の母、二級建築士
2015年 ㈱ソレイユ設立
リフォーム、福祉用具貸与販売、企
業主導型保育、設計事務所、コミ
ュニティキッチンを運営。40人以
上のママさんスタッフが在籍し
「子
連れ出勤」
を推奨。東淀川区最大
の「ひがよど祭り」実行委員長。

中井 まひる

理事

武田 緑

先生の先生（教育コーディネータ
ー）全国の教育現場の取り組みを
支援しつつ、教職員研修や、教育
関係者向けのセミナー・イベント
企画などをしている。シティズンシ
ップ教育、人権教育、オルタナティ
ブ教育、学校と学校外の協働、子
どもの参画、ファシリテーションな
どが専門。

「しゅくだいカフェ活動報告」
は東淀川区の実情に応じた助成事業の採択を受け助成金により製作された広報物です。

休み中にちゃんとペットショップに飼い方を聞きにいったらしくメモを持ってきて一生懸命に説明し
てくれましたよ(^^)
元気に長生きして欲しいですね！！

しゅくだいカフェ 運営委員

中井 まひる

イベントレポート

「サマーデイキャンプ2019」

ボランティア先生紹介
まつもと

今月から
「コドモキッチン」に関わってくれる
辻調理専門学校のメンバーを紹介します！

こういち

松本 光一 先生
基本情報
神奈川県平塚市出身、3歳の時に東京都杉
並区に、15歳の時に大阪府吹田市に引っ越
し。年齢は22歳。
辻調理師専門学校に通っていて、専門はフラ
ンス料理ですが家では料理はあまり作らず、お
菓子ばかり作ってます。

今年も行ってきました！恒例の「しゅくだいカフェのサ
マーデイキャンプ2019」
！
３年目になる恒例行事ですが、今年は場所を能勢
町のco-tan（運営委員メンバーの武田緑が借りてる
古民家、みんなのセカンドハウス）
に移し、でもメニ
ューはほぼ一緒！で臨みました。
普段しゅくだいカフェでしか会わない子どもたちと、
今回のように自然の中で思い切り遊んだり一緒に料
理をしたりすると、随分印象が変わる子がいます。
最近（運営委員の武田緑に）教えてもらった
「マルチプルインテリジェンス」
って理論があって、
簡単に言うと
『人間は誰でも8つの知能を持って生まれ、どの知能
が強いか弱いかという“程度”と“組み合わせ”が一人
ひとりの「個性」
になる』
って感じなのですが（詳しくはググってください）、
「同
じ場所で同じこと」
をしてる子どもの姿しか知らない
と、大人は「その子の知らない部分」
まで普段のイメ
ージから補完してその子を
「わかった気」
になったり
しますが、
いつもと
「違う場所」
で
「違うこと」
をするとその補完が
間違っていたことに簡単に気付きます。
『子どもが100人いたら100通りの教育がある』
なんて言いますが、この理論を知ってから特にその
通りだなと思うようになりました。
夏休みなどの長期休みは普段と違う知能を伸ばすの
に絶好のタイミングです！
ぜひいつもと違う遊び、学びを体験できるお休みを！

頭部
趣味が多いので頭の中は常に次の休みには何
をするか考えてます。
最近特にハマっているのは食べ歩きで、和洋中
も値段も問わず兎に角おいしいお店を探してう
ろうろしています。

ハート

体型
身長は183㎝。
背が高いねとよく言われますが、腰は痛めるし、
頭はぶつけるしであまり良い事は無いです。
基本的に小食であまり食べないので身長の割
に体重は軽かったのですが、最近は食べ歩きで
フランス料理をよく食べるので、少ない量でもカ
ロリーが高くやや太り気味。

9月のイベント告知

もともと引っ込み思案で、消極的なタイプだっ
たのですがこれでは駄目だと一念発起。
今は楽しいことが大好きで、楽しそうなことはと
りあえずやってみるスタイルです！
でも家でのんびり寝て過ごすのも大好きなのは
変わらず。

フットワーク

やりたいことはやりたいときにやる。
特に学生の間しかできないことは出来るだけ
やりつくすつもり。
インドア系だけどアウトドア系も、兎に角趣味が
多いので広く浅く楽しんでいます。

9/22 sun ★「動く絵本をiPadでつくろう♪」プログラミング体験★
自分で書いた絵を写真で取り込んで面白い動きを
プログラミングしてオリジナルの動く絵本をつくろう！
【日時】 9月22日
（日）
10時〜 プログラミング体験（viva!集合）
12時〜 カレー食卓 （viva!集合）
【対象】 プログラミング体験：小学生
カレー食卓：どなたでも！
【料金】 プログラミング体験：無料
カレー食卓：子ども100円 大人300円
おかわり自由
【講師】 NPO法人ロジカアカデミー

