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

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。

株式会社 Snailtrack

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

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

我が家の息子は長男高校３年生、二男高校１年生、三男中学２年生でそれぞれ割と本気め
の硬式野球をしています。とにかく身体づくり、食育には幼少期から気にかけていてその結
果、現在我が家は月に５０キロの米を消費しています（驚）

個人様：志で結構でございます

や調味料は高いのです！）常時使う調味料は無添加のもの近所のスーパーの道の駅的なコ

法人様：一口5,000円（何口でも結構です）

楽しんだり、
今年はお味噌作りにもチャレンジし酵母菌を殺さないように大事〜に調理をし
たりしております。

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！

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

株式会社ソレイユ
株式会社ながいき
谷本 直彦
竹重 智
武田 緑
丹生 年栄
本川 誠
高橋 正峰
西田 むつき
鈴木 真紗子

鐘下 信彦
川村 哲也
村山 和子
中島 圭一郎
岩崎 智彌
むろぞの剣心
山口 英司
嘉悦 弘一郎
森 日和
比嘉 康夫

井上 啓一
金子 恭士
石井 成
阪口 惠藏
奥田 康二
倉垣 勝史
箭原 優子
水谷 英郎
宇佐美 裕仁

QR コード
北出入口

サービス（ごはんやトースト）に長年していたのですがスポーツをやる青年が朝ごはん抜き
はあり得ないな‥と思い口を酸っぱく言い続けても私自身が管理を出来ないので

カンザキ
タダ
中央広場

エバー
マック

そんなエンゲル係数高めな我が家ですが１つ悩みがありました。三男が朝に弱く食欲も少
ないため【朝ごはんを食べるのをサボる】のです。私も寝るのが遅いので朝ごはんはセルフ

ママのしごとば
＠東淡路

旭屋

月額サポーター様（順不同・敬称略）

量だけではなく最近では質にもすこ〜しはこだわる事が出来るようになり（こだわりの素材
ーナーで農家さんの丹精込められたお野菜を買い、素材の味を活かした調理をして食卓を

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。

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。

33. 三男が朝ごはんを食べた！

記号：14090 番号：57623581
名義：放課後スペースviva!運営委員会

たくさんのご支援、ありがとうございます!!

協賛企業様

2019年12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！

【送金先】 ゆうちょ銀行

月額サポーター
募集中！

しゅくだいカフェ 活動報告 vol.33

放課後
スペース
viva!

アメリカン

朝食抜きの日が続き…ひどい話なんですがタンスの中や食器棚の下からトーストがひょっこ
り現れる事件も度々発生（苦笑）

星野

そこで一念発起した私は「明日から朝ごはん作るわ！」と、いうことで早起きして毎日トース

ニッコー
東出入口

※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。

ト２枚（４つ切り）、フルーツ、プロティン、お味噌汁（程度のメニュー）の朝ごはんを準備す
る事にしました。すると誰かが準備した朝ごはんは美味しいのか？はたまた私が怖いだけ
か？ちゃんと朝ごはんを食べるようになりました。毎日トーストを半斤も食べているので今

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。

度は添加物が気になりだしたのでホームベーカリーで無添加食パンを作る事にチャレンジ
する予定です^^ １２月から新たに始まる
チャレンジの「コドモキッチン」でも
食を通した子ども達との関わりが生まれます
のでとっても楽しみにしています◎

しゅくだいカフェ 運営委員

中井 まひる

が完成しました！
クラウドファンディング（ネット上での寄付呼びかけ）
を通してたくさんの方に応援していただいたコドモキ
ッチンが、しゅくだいついに完成しました！ここで子ど
もたちが料理スキルをあげていきます。今からワク
ワクしますね。

イベントレポート

・シンク
（流し台）
は子どもたちの背の高さに合わせ
低めのものをチョイス。大人はちょっと腰が痛くなり
ます...（＾＾；
・作業台は広く、みんなで囲んで使えるものに。コン
ロも大人の目が届くところで使えるように卓上に置く
スタイルに。
・応援してくださった皆さんのお名前が入ったフラッ
グを飾ります。
・天井は空模様をあしらい、電灯も太陽と月をイメー
ジして色を塗っています。
・壁は屋外、キャンプのようなイメージで装飾。

11/24 sun ★やったことないカードゲーム大会★
11月は
「やったことないカードゲーム大会」
をしました
１つめは「狩歌」。まずカルタのように札を並べるの
ですが、その札には「J-POPによく出てくる単語」が書
かれています。あとは好きなJ-POPをかけて、札にあ
る歌詞が流れたらその歌詞を叫んで札を獲る！
知ってる曲だと特に盛り上がります！
次に
「はぁって言うゲーム」
をしました。
これは指定されたシチュエーションで
「はぁ」
などの
様々な言葉を演じながら言い、そのシチュエーショ
ンを当て合うゲームです。
演技力が求められるのですが、子どもたちの意外な
演技に爆笑の連続でした(笑)
どちらのカードゲームもめちゃめちゃ盛り上がったの
で、そのまましゅくだいカフェに置くことにしました。
いつでも遊びに来てください！
もちろんたくさん遊んだ後は、
「viva！カレー食卓」。
野菜たっぷりのカレーを皆でいただきました。

このコドモキッチンで行われる今後のイベントやプ
ログラムにぜひご注目ください＾＾

12月のイベント告知

12/22 sun ★しゅくだいカフェのクリスマスパーティー！★
毎年さまざまなゲームやプレゼント交換、
クリスマスケーキ作り
（フルーツ載せるだけ）などで大盛り上がりするク

リスマスパーティーを今年もやります！ 今年も盛り上がるゲームをたくさん考えてますよ！ たくさん遊んだ後はパ
ンケーキを焼いて、生クリームとたくさんのフルーツを乗せて皆で食べよう！ もちろんカレーも！

（日）
【日時】 12月22日
10時〜12時 クリスマスパーティー第一部
12時〜13時 カレー食卓
13時〜14時 クリスマスパーティー第二部
【場所】 しゅくだいカフェ
【対象】 クリスマスパーティー：小学生
カレー食卓：どなたでも
【料金】 クリスマスパーティー：無料
カレー食卓：子ども100円 大人300円
おかわり自由！
※クリスマスパーティー第一部に参加する子どもはプレゼント交換をするので
300円程度までのプレゼントを用意して持ってきてください！新しく買ってもいいし、家にあるものでも構いません

