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0120-374-341
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info@tsumurin.net
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東淀川をもっと東淀川をもっと

東淀川をもっとゴキゲンに！東淀川をもっとゴキゲンに！

ゴキゲンにする会社！ゴキゲンにする会社！

住所
電話
FAX
Mail

大阪市東淀川区東淡路1-5-51
0120-987-195（月～日）9:00-20:00
06-6329-0378
info@tsumurin.net

住所
電話

WEB

大阪市東淀川区東淡路1-5-51
0120-939-070
（平日）15:00-19:00
syukudai-cafe.net

住所
電話
Mail

大阪市東淀川区東淡路1-5-51
0120-374-341（月～日）9:00-20:00
info@tsumurin.net

住所
電話
FAX
Mail

大阪市東淀川区東淡路1-5-51
06-6379-3384（月～日）9:00-20:00
06-6329-0378
info@tsumurin.net

住所
電話
FAX
Mail

大阪市東淀川区豊里4-15-4
0120-374-341（月～日）9:00-20:00
06-6329-0378
info@tsumurin.net

住所
電話
Mail

大阪市東淀川区東淡路1-5-51
0120-939-070（月～土）10:00-21:00
info@tsumurin.net

More HAPPY
for Higashi-Yodogawa!

>> 各事業部のFBページもあります！事業部名で検索！ <<



ほんさんの手紙 Hello, I am HON-SAN!

62 好きな こ と をやらせ ま し ょ う好きな こ と をやらせ ま し ょ う

先日あるママさんとお話をしていて、
「うちの息子が来年受験なのに全く勉強しない。勉
強が嫌いなのはわかるけど嫌いなことから逃げて欲し
くないし、今は必要性がわからなくても将来絶対に自
分に帰ってくるということを教えたいから毎日ガミガミ
言ってしまう。最近は顔を合わせるとガミガミ言われ
るので部屋から出てこない…」というお悩みを聞きま
した。正直めっちゃ「あるある」ですよね(笑)

これについて「ほんさんの手紙2017年9月号」で、
「親は自分に近しい人生を子どもに追わすことを願って
はいけない」と書きました。
これを「しない」と決めるだけで「自分が正しいと
思っている価値観」を押し付けることが激減するの
でだいたい解決すると思いますが、あともう１つ考え
るべきは「将来メシが食えるか」ってところです。

もう１０年以上前から「AIやロボットが人間の職を奪っ
ていく」と研究者たちが言ってますよね。「今ある仕
事の半分がA Iによってなくなる」なんてまことしやか
に言われていますが、そんな中で「奪われにくい職
業」の特徴は人の「主体性」が必要なものです。

例えばマーケティング。
データを集めたり分析するのはAIの得意分野です
が、そこから「人の心理」を読み解くことは人間し
かできません。A Iは「理解」できても「共感」
はできないからです。

例えばマネジメント。
部下の仕事の能力の把握や進捗管理、顔色や言動を
見て適切な声をかける。仕事がうまくいったらハイタッ
チして、失敗したら帰りに一緒にヤケ酒を飲む…これ
自体はいずれAIができるようになるかもしれません。

だけど部下の側からすれば「それを人間の上司がやっ
てくれる」から価値があるもので、プログラミングさ
れた声掛けに価値は感じません。

例えば営業やクレーム処理。
A Iができる営業もあるでしょうが、「あなたの熱意に
ほだされて買ってしまったわ」なんてことは起こらない
し、クレーム処理の現場にアレクサを持って行って謝
らせても火に油を注ぐだけでしょうね(笑)

例えば芸術。
その人の内側にあるものを外に表現するものが芸術。
その人の人生や感性に感動するものである芸術を、ど
れだけAIが上手な作品を作っても訴えかけてくるのも
はないでしょう。

どれも人が「主体的（他人の干渉や保護を受けず、
自分から進んで行動するさま。 自分の意志・判断に
よって行動するさま）」になった時にしか発揮されない
能力です。そう考えると「嫌々 やる勉強」が将来「メ
シの種」になることはまずなくて、どんな分野でも「自
らやりたくてやっていること」をしていく中で育つ感情、
充実感が将来の「メシの種」になっていくのだと思
います。

確かに何をするにしてもその下地となる勉強は必要。
でも、もっともっと大事な学びがそれによって損なわれ
ているかもしれないなら、悩む余地はありません。
ぜひ好きなことをやらせましょう！

ようやくこの「月刊スネイルトラック」を創刊し、
皆さまに届けることができるようになりました。
今まで別々にお届けさせていただいていた
・ほんさんの手紙
・いえサポ！活動報告
・健康教室活動報告
・しゅくだいカフェ活動報告
・朝日塾・塾帳の手紙
・ひだ整骨院・院長の手紙  に加え、
「いえサポ！プロ活動報告」と
スネイルトラックスタッフのドタバタ奮闘記
「マンガ・スネイルトラック！」２話分をまとめて、
かなりボリューミーな内容で毎月10日の新聞折込でお
届けします。

今年はコロナの影響もあって折込チラシが激減したり、
サービス面などで今まで通りできなくなったり、レジ袋有
料化に伴い新聞の古紙袋の配布を終了したりと、読者の
皆さまに多大なご迷惑とストレスをおかけしたと自覚し
ております。
できなくなることが増えることは率直に悔しいですし、本
当に申し訳なく思っております。その分、我々ができるこ
と、すべきことだと考えている「東淀川区をより住みよい
街にしていくこと」に注力していきます。そしてその活動を
わかりやすくまとめてお伝えしていけるように、この「月刊
スネイルトラック」が生まれました。ぜひ毎月10日を楽し
みにしていただければと思います。

Monthly Snailtrack

はじめまして
月刊スネイルトラックです。

(株)Snailtrack代表　本川誠
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家庭のこと、地域のこと、社会のこと。 徒然なるままに毎月手紙をお届けします。

「ほんさんの手紙」のご感想や要望、また弊社事業に関するクレームやアドバイス、
なんでもお気軽にメッセージください！

honkawa@tsumurin.netほんさんメールアドレス

「タレこみ情報」
お待ちしております！

創
刊
の
ご
挨
拶



過去のいえサポ！では、
『除草作業』『排水溝の掃除』『粗大ごみ出し』『お花の植
え替え』『電球交換』『ベランダの掃き掃除』など、幅広い
範囲で行っています！
これからも地域の方々の為に、私たちにお手伝いをさせ
てください！

いえサポ！は、20分500円で地域の方々のお困りごとを
お助けするサポートです。2014年から始まり、現在まで
に6年間で約4000件の依頼がありました。介護保険の
手の届かない部分を私たちがサポートできたらいいなと
考えてます。膝や腕が悪くて作業がやり辛い方や、妊婦さ
んや障害をお持ちの方ご相談ください！

健康教室の開催日・頻度が変更になりました。
緊急事態宣言に伴い4月5月はお休みでしたが
それまでは毎週月曜日に開催していました。
6月からは月に1回無料で行っており、
『ゆる体操』は偶数月の第二土曜日
『座学＋脳トレ体操』は奇数月の第四水曜日で
時間は10：00～11：30までです！
須賀先生と福永先生よりご指導頂いております。
主に【認知症予防】に役立つ体操や座学を90分間教え
てもらいます！
次回健康教室は、9月23日（水）
福永先生による『座学＋脳トレ体操』です！
沢山のご参加お待ちしております☆

ハウスクリーニングのあらゆる事に精通しているスーパー
事業部長。お客様の家をピカピカにいたします。歌を歌い
ながら清掃するのでお客様によく笑われます。

お風呂清掃のときは刺激性の高い薬品を使用するのでマ
スクとゴーグルを着用します。
熱中症で気絶するまでが勝負。

ハウスクリーニングをマスターしたお笑い芸人という異色
のプロフィールを持つメンバー。作業しながらお客様を爆
笑の渦に巻き込みます。
でも、生ファラオってなに？とは聞かないでください

こちらもハウスクリーニングをマスターしているお笑い芸
人。豪快キャプテンというコンビでツッコミをしています。
どんな汚れやボケにも対応いたします。
『エアコン洗いながらドラミングして！』の無茶振りお待ち
しております。

堂々の事業部長！洗ったエアコンは4000台超！

エアコン洗浄などを手掛けるハウスクリーニング事業のメンバーをご紹介いたします

洗師・中島！！！

いえサポ！プロメンバーのご紹介！
東淀川の「ちょっと困った！」を解決するお助けサポートの日々の活動をご紹介します

20分500円！お困りごとをサポート

「ずっと元気のお手伝い」を教室スタイルで開催しています

楽しみながら認知症予防！

手先の器用さ随一　圧倒的な丁寧クリーニング

エース・島崎！！

お客様の無茶振りが嬉しい　笑いを届けるクリーナー

生ファラオ・石川
無骨に見られがちだが実は丁寧な仕事をいたします

山下ギャンブルゴリラ

10:00～11:30
朝日新聞読者もそうでない方も無料です！
事前申し込み不要！直接お越しください

放課後スペースviva!
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内

ショッピングタウン

東淀川区東淡路 1-5-51
旭屋

中央広場

カンザキ

ママのしごとば
＠東淀川

北出入口

エバー
マック

放課後
アメリカン

星野

東出入口
ニッコー

地下館
（エバーグリーンマンション）

エバーレ

スペース
viva!

会場

時間

『ゆる体操』
担当：須賀先生
10月 10日（土）
12月 12日（土）

担当：福永先生
  9月 23日（水）
11月 25日（水）

『座学＋脳トレ体操』

0120-987-195
info@tsumurin.net

TEL受付 月～日 9:00～20:00

Mail

0120-374-341
info@tsumurin.net

TEL受付 月～日 9:00～20:00

Mail

ラインからもご予約・お問合せを
承っております。
こちらのQRコードから
お友達登録してください。

LINE 
OFFICIAL

ハウスクリーニングはいえサポ！プロにお気軽にお問い合わせ下さい！

皆さまの購読料の一部は、「いえサポ！」を通して地域貢献に役立てております。

何かお困りごとがあればお気軽にご相談ください！
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あらし



※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。

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

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

ご協賛の
お願い

協賛企業様
株式会社 Snailtrack

月額サポーター様
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　

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
樋口 誠
野村 有沙
塩塚 直生

倉垣 勝史
箭原 優子
水谷 英郎
宇佐美 裕仁
青木 大介
山口 岳夫
瀬戸口恵美子 

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

（順不同・敬称略）

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。

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）

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

月額サポーター
募集中！

株式会社 西川　
有限会社 共和堂

緊急事態宣言明けから消毒やマスクの徹底はしながらも
通常運転のしゅくだいカフェです。久しぶりに会う子ど
もたちからはたくさんの愚痴を聞きます。
「夏休み短くなった！どこも行かれへん。
ただ『家にいろ』って言われて家にいただけの休みのせ
いで…」
「給食を無言で食べないといけなかったり、嫌いなおか
ずを今まで自分で減らせてたのに今は先生が減らすよう
になって、『それは減らさんでいいのに！』みたいなこと
ばっかり」「なんか家族とケンカは増えた・・」
仕方ない部分も多いとは言え、やっぱりしんどさ、スト
レスを抱えていることに気付きます。しゅくだいカフェが
せめて子どもたちのガス抜きになればと、僕に対しての
多少の暴言・暴力は大目に見ています（笑）
※あ、子どもたちはちゃんと限度を知ってるし（愛があ
る前提で）相手を選ぶので決して暴言・暴力を容認して
いるわけではありませんよ！

日時　8/23（日）
09:30 ～12:30　じぶんメシクエスト（子どもたちと料理を作ります）
12:30 ～13:30　 viva！食卓（みんなでいただきます！）
13:30 ～16:00　夏休み宿題ラストスパートタイム

料金
じぶんメシクエスト  無料
viva！食卓　　　　じぶんメシクエスト参加者は無料。
　　　　　　　　　 食べるだけの場合は 子ども100円 /大人300円

持ち物：エプロン、マスク、三角巾

※じぶんメシクエストは事前申込制です 実施日の3日前までに申込用紙を提出ください
（申込用紙はしゅくだいカフェ前にあります）

8月も「じぶんメシクエスト」やります！
みんなで料理を作って美味しくいただいた
後は、短縮になった夏休みの宿題をラスト
スパートで終わらせます！みんな来てね！

6月から月イチのイベントも復活しています。
自粛期間中にアーティストさんにお願いしてコ
ドモキッチンをファンタジー世界風にリニュー
アルしました！子どもたちも大喜びで「じぶん
メシクエスト」に挑んでくれました！
今回のメニューは「クリームシチューとサラダ、
そしてごはん」でした。初めて包丁を握る子
もいましたが上手にできました！完成した料理
を大人たちと一緒に「いただきます！」みん
なに褒められて誇らしげ（笑）
後片付けもしっかりしてくれました！

※「じぶんメシクエスト」とは
子どもたちが料理のスキルを楽しく身につける
ためのしゅくだいカフェオリジナルプログラ
ム。「家の冷蔵庫の余り物で定食が作れるレ
ベル」を目指して取り組んでいます。

しゅくだいカフェコラム

子どもたちのガス抜きの場所

しゅくだいカフェイベントレポート

こどもキッチンでじぶんメシクエスト！

しゅくだいカフェイベント予告

じぶんメシクエスト！

家族の夜の2時間をもっと幸せな時間に！ ひがよどっ子のサードプレイス
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しゅくだいカフェは、東淀川区の子どもたちが放課後に集まるサードプレイス（家庭、学校に続く第三の居場所）です！



まかない付き学習塾

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）

TELでの受付 月～土 10:00～21:00
0120-939-070

朝日塾 ｜検索
asahijukuosaka.com

LINE OFFICIAL

上のQRコードから
ご予約ください★

受付時間：月～土 09:00-12:30（予約可）19:00-21:30（要予約）

ショッピングタウン

東淀川区東淡路 1-5-51
旭屋

中央広場

カンザキ

ママのしごとば
＠東淀川

北出入口

エバー
マック

放課後
アメリカン

星野

東出入口
ニッコー

地下館
（エバーグリーンマンション）

エバーレ

スペース
viva!

いえサポ！ひだ整骨院

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）

Pサービス有

各種保険取り扱いTEL 06-6379-3384

朝日塾教室長の飛田です！
初めて見て頂く方もいらっしゃるかと思いますので、
簡単に「朝日塾」がどんな場所なのかをまとめさせてい
ただきます。

①少人数制個別指導
１人ひとりに合わせた、「怒らない」「やらせない」朝日
塾独自の指導メソッドで効率的に自主的に学習が進めら
れる。

②教科以外の経験
毎月様々な分野のエキスパートを講師としてお呼びして
の体験型特別授業。
名付けて「フューチャークラス」。

③まかない付き
子育て支援・学習時間の確保・食育を目的に教室長手
作りの「まかない」を毎日無償で提供。
家族以外の身近な大人として、信頼関係を構築する目
的も兼ねています。

生徒たちの日々の成長をエネルギーに変え、毎日楽しく
充実した日々を過ごしています。

無償でのまかない提供は様々な協力があり成り立ってい
ます。順不同になりますがご紹介させていただきます。

◎お米・乾物缶詰類・調味料・冷凍食品など
ふーどばんくＯＳＡＫＡ
◎生パスタ
自家製生パスタとスペアリブのお店「なかい家」
◎卵・レーズンパン・お菓子類など
近隣店舗の喫茶店
◎スイカ／生徒保護者Ｍ様
◎お米／生徒Ｙ君
◎高級海苔／ひだ整骨院患者様Ｈ様
◎お菓子類／ひだ整骨院患者様Ｎ様
◎お米と野菜類／ひだ整骨院患者様Ｍ様
たくさんのご寄付ありがとうございました！
みんなでおいしくいただきました！

いえサポ！ひだ整骨院院長の飛田です！
5月18日よりリニューアルオープンし3か月あまりが経ちました。
リピート率 95％を超える信頼をいただいております。
主なリニューアルポイントとしましては
①各種健康保険適用が可能に。（症状によっては保険適用外）
②痛みの軽減に抜群の効果を発揮する「ハイボルテージ」
③予約優先制で密にならず、待ち時間はほとんどの場合10 分以内
LINEや電話から予約やお問い合わせが出来るので
お気軽にご相談下さいね！

気温が高い日が続く夏は、室内の冷房等で身体が冷え
てしまい、関節の可動域が悪くなりがちです。特に肩関
節や股関節はもともと可動域が広いため、少し動きが悪
くなるだけで、不自由なものです。施術後ほとんどの方
が「痛みの軽減」「可動域の増加」を実感されます。
肩関節に限らず、他の関節も同様に本来の可動域を取り
戻し、快適な毎日をすごしましょう！

６.  やらない習慣

今月の「ありがとう」 ひだ整骨院リニューアル3つのポイント朝日塾のご紹介！

今月の症例紹介 BEFORE AFTER

8 9

ひだ教室長の手紙
せんせい せんせい

ひだ院長の健康コラム

まかない付き学習塾！
少人数個別指導、地域でいちばんやさしい塾で子どもたちの成長をサポート

カラダもココロも元気に！
2020年5月に整骨院としてリニューアルオープンしました！
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マンガ・スネイルトラック！ このページだけ右側から読み進めるスタイルです。スネイルトラックのゴキゲンな日常をお届けします！ ここからスタート！
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