ラッキーさんの
ラッキーさんのバランス
さんのバランス芸
バランス芸に拍手喝采！
拍手喝采！
大道芸人の松竹梅亭ラッキーさんにバランス芸を
披露していただいた。日頃、近くで見ることが少ない
大道芸に、子どもたちは興奮して見入っていました。
太陽の光がこれでもかという強い陽射しの中、ラッキ
ーさんは大サービスで、次から次へと芸をみせてくれ
ました。ラッキーさんと見物する子どもたちの熱中症
を心配するほどでした。
あら、
あら、よっと！
よっと！
おっととー
おっとと
ー
あぶない あぶない
うまくできたらご喝采
うまくできたらご
喝采

風船で
風船でアンパンマンをつくったよ
アンパンマンをつくったよ
子どもも大人も夢中でアンパンマンつくりに挑戦。
風船をふくらます段階でパンパン割れる音にキャーキ
ャー。教える方も教わる方も熱心で、バルーン教室は
かなり長い時間続いた。ボランティアの箕輪さんと市
民活動課の Y さんの２人はバーベキューどころではな
く、汗だくで対応してくださった。

その３
その３ 笑顔で
笑顔で宿題をやろう
宿題をやろう！
をやろう！
夏 休 み 子 ど も 交 流 週 間

その１

バーベキュー おいしかったよ
バーベキューでは、 ウィンナソーセージとお芋が大人気で
した。お芋は本場鹿児島から取り寄せたお芋で、公園の管理
委員の川端さんが早めに焼いてくださっていた。有機栽培の
「なないろ畑」のプチトマト、ピーマン、ナスの他に参加者から
イカの一夜干しの提供もあり、どれもおいしく、ボランティアの
伊東さんが作ってくれたやきそばも食べて大満足！
公園の中には小屋があって、そこには冷蔵庫もあり、川端さ
んが麦茶を冷やしてくれていました。ボランティアの及川さん
が栽培し た赤と黄色のスイ カが甘くて、冷たくて、「 おいし
い！」「おいしい！」と歓声が上がりました。
川端さんは公園の中をフェンスで囲い、カブトムシ、クワガタ
を飼育して、欲しい子にはあげているのです。今年は 100 匹
ほど子どもたちの手に渡された、ということです。

NPO 法人サポートハウス
法人サポートハウス「
サポートハウス「ワン・
ワン・ピース」
ピース」の
子どもたちとの交流会
どもたちとの交流会
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8/１（金）14:30～
30（水）14:30
14:30～16:00
14:30～16:00

私と「ワン・
ワン・ピース」
ピース」の子どもたち

真夏の太陽が降り注ぐ暑～い日。子ども
たちと公園でバーベキューをして、芸と遊び
が多才なラッキーさんとバルーンを作って遊
ぼ！ということで、バルーン作りのボランティ
アで参加しました。しかし、あの暑さ。ちょっと
ふくらまし、ねじり始めるとパーン、パーンと
割れてしまって形にならず、もう大変！「作っ
て、作って」と子ども達にせがまれても割れる

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★★☆★☆★☆★☆

びっくりしたり、
びっくりしたり、感動したり
感動したり

こと、割れること。「ごめんね」と言いな
がらも暑さには勝てません。
バーベキューは設備が整えられ、
自治会が管理しておられる公園で美
味しくいただきました。こんな公園が
近くにあるといいなーと思いました。短
い時間でしたが、楽しい一日を過ごし
ました。
（箕輪久美子）

ふれあって、
ふれあって、勉強して
勉強して、
して、充実の
充実の夏休みでした
夏休みでした
私は今年の夏休みも、大和市民活動センターで色々
なことをしました。絵本や紙芝居の読み聞かせでは、
ボランティアの方々が絵本の登場人物になりきって、
とてもおもしろい読み方で読んでくださって、高２の
私でさえ、もっと聞いていたいほど、楽しいひととき
でした。その他にも、
「ワン・ピース」のみんなとお絵
かきや折り紙、かき氷を食べたり、公園でバーバキュ
ーをしたりしました。みんなすぐにうちとけてくれた
ので、みんなと遊ぶのがとても楽しくて、帰る時間が
きてもお別れしたくないぐらいでした。
「みんなで夏休みの宿題をしよう！」という企画で
は、望月さんというすごく優しくておもしろいおじさ
んが、学校の宿題やテストの勉強を、学校の先生より
わかりやすく教えてくださって、学校では理解できて
いなかったところもよくわかるようになりました。望
月さんのお陰で夏休み明けのテストもこれまでより良
い結果で、とてもうれしかったです。
小さな子どもたちから大人の方々、いろいろな世代
の方たちとふれあえる機会は普通の生活ではなかなか
ありません。大和市民活動センターに来て、とても良
い経験ができたと思います。昨年に引き続き、今年も
「ワン・ピース」や活動センターのみなさん、望月さ
ん、ありがとうございました。来年もよろしくお願い
します。
（高２ E.S.）

「おりがみサークル」のみなさんに
バラの花の折りかたを習いました。
リアルなバラが折りあがり、参加者
からはカッコーフェスタの会場を飾るのに
いいね、と意欲的な意見が出されました。
センターの会議室に作品を飾ってありますので、
会議室利用のときにご覧ください。

－ ２ －

先生からお便りをいただきました

濱谷美代子 （
柏木学園高等学校 ・
国語担当 ）

私は、今回のボランティアで初めて障害を持つ人と関
わりました。今までの私の障害者に対するイメージは、
内気な子が多いと思っていました。でも、会うとすぐ話
しかけてくれたりして、なついてくれる速さにびっくり
しました。みんなの明るさや素直さが伝わってきました。
一番感動したことは、普段人前であまり食べたがらな
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★★☆★☆★☆★☆★☆★
いと聞いていた子が、みんなといっしょにかき氷を食べ
たことです。その子は話したり表現したりすることがで
きないのです。でも私たちといっしょに集まって遊んだ
りすることで、
「楽しい」とか、何か感じてもらえたのか
な？ と思うと、すごくうれしくて感動しました。びっく
りしたこともたくさんありました。みんなそれぞれ特技
があるんです！ 絵とか英語とか…中には話すことは苦
手だけれど、計算は得意なんて子もいました。好きなこ
とに熱中する集中力は普通の子より桁外れにすごいで
す。本当にびっくりしました。
障害を持つ子に得意・不得意があるのと同じで、私た
ちにも苦手なことはたくさんあります。それは、誰でも
同じことだから、障害をもっているから普通ではない、
という考えは間違いなんだなぁと感じました。
今回、ボランティアに参加して、私の障害者に対する
イメージが変わりました。中には障害者を差別する人も
いますが、本当のことを分かってほしいと思いました。
ボランティアに参加できてよかったです。ありがとうご
ざいました。
（ひばりが丘高校３年 飯塚 岬）

これが カッコちゃん
カッコちゃん

大和市民活動センター
大和市民活動センター
【ある日
ある日ある時
ある時】～その
】～その２
その２～
8 月 20 日（水）～2
）～26 日（火）晴れ
小学生向けに“楽しく宿題をやろう！”と呼び
かけたのに、小学生の参加がなく、連日宿題
をやったのは高校生でした。サポーターの M さ
んに化学、数学を中心に教えていただいて、
宿題が完了しました。来年は、小学生の宿題
を中・高校生が、中、高校生の勉強を大学生
がお助けマンとして活躍してくれることを願っ
ています。

大型絵本って
大型絵本って知
って知ってる？
ってる？
子育て支援の現場で読み聞かせを行ってい
る団体「やまと虹の色」の方たちが、センターで
大型絵本の読み聞かせをしてくださいました。
Ａ３判を２つ合わせたくらいの大きさで、紙芝居
のような絵本です。高校生といっしょにスタッフも
読み聞かせに参加して、ゆったりとしたよい時間
を過ごしました。
「やまと虹の色」の読み聞かせ以外の子育て
支援活動の話を聞いて、高校生がボランティア
参加の意志を表してくれました。参加から活動
へと広がっていく実践の場となりました。

ボランティアのみなさん
ボランティアのみなさん ありがとうございました

折り紙を習いました

おおおお互互互互いに助助助助けけけけ合合合合いいいい支支支支ええええ合合合合うううう関係
当センターに足を運ぶ高校生のいることを知ったのは、
つい先月のこと。スタッフの方からお話を伺い、驚きとと
もに爽やかな感動が私の脳裡に溢れた。
ここには素敵な大人と心優しい高校生がいる。スタッフ
は若者の思いを顕在化させるため、情熱を持って企画を手
伝う。聞くところによると、学校帰りに立ち寄る高校生の
勉強も見てくださっているサポーターの方もいるとか。
ところで、先月十八日の高校生によるボランティア企画
会議では、老人ホーム慰問が提案された。写真入りの折り
紙ペンダントをプレゼントし、詩吟や懐かしい音楽を披露
するというものだった。
孫世代のコンスタントな慰問は、ホームの方々の日常に
新たな希望を生み、高校生にとっては「また来てね」と言
う言葉が、自己の存在を認めて貰うことに繋がる。《ボラ
ンティア》というより、《お互いに与え合う関係》の素晴
らしさを育んでゆけたらと思った。

私は 7 月 30 日（水）
「知的障害児とあそぼう」というボラ
ンティアに参加しました。高校生は私以外にもう一人来てい
ました。その子とはすぐ仲良くなりました。
最初に大和市民活動センターに集合し、１日の流れを教え
てもらって「ワン・ピース」に迎えに行きました。子どもた
ちといっしょにセンターに戻り、かき氷を食べてから、いっ
しょに絵を描いたり、折り紙を折ったり、ダンボールで遊ん
だり…その後、公園にも行きました。
「ワン・ピース」の中学生も来ました。私が「こんにちは」
と言ったら、小さくだけど「こんにちは」って返してくれま
した。センターの人が「こんにちは」って言っても返さなか
ったのに、なぜか私には返してくれました。
言葉が話せない子やちょっとかわった子もいたけれど、私
は別に普通の子と変わらないと思いました。
英語がいっぱい書ける子、元気に「ありがとう」って言え
る子、一生懸命話かけてくれる子など、いろんな個性をもっ
ていました。
たった２時間だったけれど「ワン・ピース」の子どもたち
とふれあって、いっぱい思い出ができました。これからも、
ボランティアに積極的に参加したいと思います。
（柏木学園高校１年 中村 茜）

いいにおいがするね。
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大和市民活動センター
大和市民活動センター［
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］～その１
その１～
8 月 30 日（土）曇りのち猛烈
りのち猛烈な
猛烈な雷雨
小学６年生の藤原光輝くんがカッコーフェスタのシンボルの
「カッコちゃん」を模造紙に大きく描いてくれました。
センターのカウンター脇の壁に掲示しました。
本人が PC で名前を打ち出して貼りました。
センターに来館の折にご覧ください。力作です。

深 見 な か よ し 公 園 （ 8/19 （ 火 ） 10:00 ～ 14:00 ）
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存在がセンターの
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大和市民活動センター
大和市民活動センター室内掲示板
センター室内掲示板の
室内掲示板の取り扱いについて
センター室内掲示板には大和市、市民活動センターそして登録団体等からの
情報掲示を行っていますが、煩雑な掲示現状を改善するために、下記のとおり
取り計らいますので、ご理解ご協力をお願いいたします。
＜基本的事項＞
基本的事項＞
１． 掲示は登録団体等が市民活動センターの承認を得て行う。
２． 掲示物の撤去とファイルもその団体等が行う。
ただし、下記の掲示基準に違反した場合は市民活動センターの職員がその団体など
の了解なく措置できることとする。
３． 当該基準は 2008 年 10 月１日より適用する。
＜掲示基準＞
掲示基準＞
１． 掲示紙は A４サイズ以下を基本とする。
（逐次、該当団体等は変更をお願いします）
２． 掲示期間は次のとおりとする。
（１） 団体紹介や会員募集に関するものは２ヶ月とし、同一物の再掲示は２ヵ月後に行え
るものとする。
（２） イベント等期限のあるものは、その期限までとする。
なお、同紙上同一イベントが複数開催の場合、その間隔が２ヶ月以上あるものは、
一端掲示を外すこととする。
３． 掲示紙と同一物やその付属物は掲示板下部にストックする。
４． 掲示期間を終えた掲示紙と付属物等は団体ファイルに綴じる。そのファイルの整理や
改廃はその団体が行う。
５． 雑誌類については上記に準じて取扱うこととする。

－ ３ －

