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
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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

月額サポーター
募集中！

法人様：一口5,000円（何口でも結構です）

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。
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

北出入口

たくさんのご支援、ありがとうございます!!

協賛企業様

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

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。

副理事長

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

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

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）
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

QR コード

3ヶ月に1度の「しゅくだいカフェ全国展開進捗」です！

カンザキ
タダ
中央広場

エバー
マック

34. しゅくだいカフェ全国展開！

放課後
スペース
viva!

アメリカン

星野
ニッコー

この1月から大阪府堺市の初芝で、春からは北海道の札幌市と北斗市・・と続々としゅくだ
いカフェがオープンします。

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。

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。

しゅくだいカフェを全国に広げるために作られた「SCUSK（宿題カフェ運営サポート協会）
」の理事である僕（本川）と武田は、最近その各拠点となる場所で協力者を募る説明会を
開催したり、中井は本業の建築士として場所のリフォームを行ったりと大忙しです！
また3ヶ月後には新しいしゅくだいカフェ
の様子をお届けできると思うので
皆さまお楽しみに！

しゅくだいカフェ 運営委員

本川

誠

ボランティア先生紹介
むろぞの けんじ

頭部

室園健二 先生

頭脳明晰！成績優秀！に憧れる
興味あることは深く知りたい。熱しやすく覚めや
すい。 得意:機械系 苦手:国語、読むこと

むろ先生

イベントレポート

12/22 sun ★しゅくだいカフェのクリパ！2019★
12月22日、毎年恒例の「しゅくだいカフェクリスマス
パーティー」
をしました！
午前中はワイワイと
「被害者は誰だ！
？」ゲーム
（1つだ
けカラシが入っているクリームパンを食べたのは誰
か？を当てるゲーム）や「ペーパータワー（コピー用
紙を道具を使わずに高く積み上げるゲーム）」
「なぞ
なぞバトル」
で盛り上がり、一番盛り上がる
「プレゼン
ト交換」
も！
遊び疲れたのでカレーを皆で食べて、デザートに自
分たちでパンケーキを焼きました。
上本町の山口果物さんが協賛してくれたフルーツを
たっぷり乗せて、思い思いのパンケーキが完成！
子どもたち、
「狂喜乱舞か！」
と突っ込んでしまうほど
嬉しそうに自作のパンケーキを食べていました。
そこからも卓球したりクリスマスプレゼントとしてど
なたか（無記名）が寄付してくださったゲームで遊ん
だり、楽しく思い出深い１日となりました！

ハート

尼崎出身 さそり座 O型 猫好き 旅好き
ひがよど祭実行委員
職業：『寂師』 体の寂（サビ）を取る人
全国各地イベント出展、出張サビ取りルーム
mu-um 管理者

テンションは見た目は低く 中身は熱い
お調子者の面もある体育会系
困ってる人はほっとけない
雑なところと几帳面なところがある
意外と女子力高め 花が好き 自然が好き
キレイなものが好き

フットワーク

体型

興味がある場所、興味がある人、興味がある
物レーダーに反応したら北海道の知床から鹿児
島までヒョヒョイと動きます！行動は早くても移
動手段はフェリーが好きです♪ 今後は沖縄にも
行ってみたい♪でも家でのんびりするのも好き！

学生時代から変わりなし。身長は年々縮んで
いくことに悩む。体重よりトータルのバランスを気
にしてる。アタマは小さめ合う帽子が少ない。
爪は短くというより深爪。
10 年後も体型維持が目標！

1月のイベント告知

1/26 sun ★おもちつき体験！★
1月のイベントはおもちつき！立派な杵と臼を使って、本格的なおもちをつきます！ ついた後はもちろんその場でつき

たてを食べよう！
！きなこ、砂糖醤油、大根おろしなど、味も色々！おしるこも作るかも！
？

【日時】 1月26日
（日）
10:30〜15:00 おもちつき
12:00〜13:00 カレー食卓
【場所】 しゅくだいカフェ
【対象】 おもちつき体験：小学生
カレー食卓：どなたでも
【料金】 おもちつき体験：無料
カレー食卓：子ども100円 大人300円
おかわり自由！

