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　皆さん、こんにちは。今年もまたこうして2017年度の活動報告書と2018年度の活動計画書をお届けできることを

とても幸せに感じています。2017年度を振り返ると、たくさんのできごとがありました。受講生が順調に増え、助成金

にめぐまれ、カリキュラムが新しくでき、中学・高校・大学受講生が増えました。また、企業とのコラボレーションである

子どもデザイン基金も順調で、里親委託の子どもサポートホーム事業（個人事業）も安定しています。10年前に思い描

いた夢が一歩ずつ実現している、そんな印象です。

　一方、教室事業においては、反省しなければいけないこともありました。新しく始めた7つのレッスンは多忙を極め、

講師とは思いが噛み合いませんでした。子どもデザイン教室はこのまま崩壊するのか？とさえ思いました。しかし、それ

を救ってくれたのが理事であり、スタッフであり、特に手塩にかけた受講生の存在が大きいです。私の夢が徐々にその

外形が浮かび上がらせ始めています。

　さて、2018年度。2017年度の反省を踏まえ、やはり自分で思い描く形は自分にしか描けないと思い、レッスンスタ

イルを変え、新たな船出を切りました。年度の当初はどうなるのか不安で仕方がありませんでしたが、このメッセージ

を書いている8月、折り重なるように増える支援者やスタッフのお陰で、順調に進んでいます。

　2017年度 活動計画書の冒頭で、私は次の5つのことをお約束しました。 ①次世代を育てる。 ②スタッフを集める。

③カリキュラムを開発する。 ④教室環境を整える。 ⑤レッスン時間と料金を改定する。 いずれの公約も実行しました。

まだ路途上ではありますが、すべて順調に推移しています。特に、①の「次世代を育てる」ことにおいては、私から直接、

次世代の受講生へバトンを繋ぐ「子どもの王国」構想を思い描いています。

　さらに、子どもデザイン教室設立以来の夢であるファミリーホームを立ち上げ、「子どもの王国」構想の最終形として

考えています。この突拍子とも思える私の夢も、皆さんのお力添えがあれば、きっと願いを叶えることができます。どう

か皆さん、親と暮らせない子どもたちが「生まれてきてよかった」と思える社会になりますよう、より一層のご支援をこ

れからもどうぞよろしくお願い申し上げます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　特定非営利活動法人 子どもデザイン教室
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表理事 和 田 隆 博

はじめに

●「子どもの王国」構想
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学習支援：子どもデザイン教室事業の活動報告

①造形工作レッスン

◎開催内容＝
毎週土曜日9：30～10：30／年48回開催
4月   「わたしのお気に入り」
5月   「迷路ボックス」
6月   「ピンバッジ」
7月   「なつのおえかきカバン」
8月   「工作いろいろ」
9月   「スタンプしよう」

　自由に思いっきりお絵かき・立体にチャレンジしました。迷路ボックス、ピンバッジ、おえかきカバン、空気鉄砲など、
楽しいカリキュラムを週替わりで楽しみました。2018年3月25日㊐に作品展示会をしました。自分のための作品をデ
ザインし、自分の考えを絵や文字で伝える力を体験しました。

10月  「収穫の秋を楽しもう」
11月  「もこもこふわふわ」
12月  「クリスマス＆お正月」
1月    「地図を創ろう」
2月    「地図を創ろう＆工作いろいろ」
3月    「発表会」
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10月 「レジンでデザインしよう」
11月 「お菓子をデザインしよう」
12月 「お料理をデザインしよう」
1月   「お人形をデザインしよう」
2月   「すごろくをデザインしよう」
3月   「お店をデザインしよう」

②グッズデザインレッスン

◎開催内容＝
毎週火・木曜日１6：00～１7：00・17：30～18：30・土曜日11：00～12：00／年144回開催
4月 「キャラクターをデザインしよう」
5月 「葉書をデザインしよう」
6月 「ピンバッジをデザインしよう」
7月 「ピンバッジをデザインしよう」
8月 「絵本をデザインしよう」
9月 「絵本／レジンでデザインしよう」

　2018年3月25日㊐開催の商品販売会に向けて、キャラクターグッズを作りました。自分だけのキャラクターをデザ
インし、葉書、ピンバッチ、お人形、レジンなどの商品にしました。創造力と、努力と、対話力を育てる社会体験レッスンで
した。
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10月 「レジンでデザインしよう」
11月 「お菓子をデザインしよう」
12月 「お料理をデザインしよう」
1月   「お人形をデザインしよう」
2月   「すごろくをデザインしよう」
3月   「お店をデザインしよう」

③グッズデザイン特別レッスン

◎開催内容＝
第3土曜日13：00～16：00／年13回開催
4月 「キャラクターをデザインしよう」
5月 「葉書をデザインしよう」
6月 「ピンバッジをデザインしよう」
7月 「ピンバッジをデザインしよう」
8月 「絵本をデザインしよう」
9月 「絵本／レジンでデザインしよう」

　グッズデザイン特別レッスンは、毎週教室に通うことのできない親と暮らせない子どもたちのために、月1回開催する
社会的養護児童専用のレッスンです。グッズデザインレッスンと同じように、2018年3月25日㊐開催の商品販売会に
向けて、キャラクターグッズを作りました。自分だけのキャラクターをデザインし、葉書、ピンバッチ、お人形、レジンなど
の商品にしました。創造力と、努力と、対話力を育てる社会体験レッスンでした。
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10月 「イベントをカタチに⑵」
11月 「ウェブをデザインしよう」
12月 「販売店をデザインする」
1月   「販売店をデザインする⑵」
2月   「販売店をデザインする⑶」
3月   「販売店をデザインする⑷」

④イベントデザインレッスン

◎開催内容＝
毎週土曜日18：00～20：00／年48回開催
4月 「セレッソ大阪にフィールドワーク！」
5月 「いざ、代表プレゼン！」
6月 「イベントをカタチに」
7月 「イベントデザインって何だ？」
8月 「アートイベントをデザインする」
9月 「プロセスをデザインする」

　キンチョウスタジアムや長居植物園で似顔絵うちわなどの商品サービスを企画、製作、販売するレッスンでした。何
を売るかを考え、運営の収支も考えました。また、DTPやWEBなど、コンピュータの初級スキルも学びました。締めくく
りの2018年3月25日㊐開催の商品販売会では、おでん、オムフランク、三色綿菓子を作って、売りました。仲間と力を
合わせ、課題を解決する方法を学びました。
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10月 「アルバイトをしよう⑵」
11月 「自分デザイナーになろう⑵」
12月 「クリスマス会をしよう」
1月   「自分デザイナーになろう⑶」
2月   「自分デザイナーになろう⑷」
3月   「販売会をサポートしよう」

⑤バイターンレッスン

◎開催内容＝
毎週土曜日18：00～20：00／年48回開催
4月 「自分デザイナーになろう」
5月 「インターンをしよう」
6月 「アルバイトをしよう」
7月 「販売会をサポートしよう」
8月 「PCをマスターしよう」
9月 「インターンをしよう⑵」

　レッスンのお手伝いやデザイン、ビジネスマナー、経理など、子どもデザイン教室でアルバイトとインターンをしまし
た。さらにゲスト講師の講義や自分の将来を設計する練習をしました。自立に向けて、子どものライフコンサルティング
をしました。
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10月 「ディベートする」
11月 「ディスカッションする」
12月 「プレゼンする」
1月   「プレゼンする⑵」
2月   「プレゼンする⑶」
3月   「プレゼンする⑷」

⑥デザイン国語研究レッスン

◎開催内容＝
第2土曜日14：00～16：00／年12回開催
5月 「妥協する」
6月 「説明する」
7月 「定義する」
8月 「読書感想文」
9月 「ケンカしない」

　子どもの聞く力、話す力を遊び感覚で身につける国語のレッスンを開発しました。聞く力、話す力というコミュニケー
ション技能の向上は、自己肯定感を高め、困難を解決する手段になります。言葉にできない考えや思いを論理的に言
語化する方法を学びました。大阪府立大学・大阪府立今宮工科高校との共同研究で開催しました。
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⑧受験対策レッスン
　工芸系高校の実技試験対策として、受験対策レッスンを開講しました。12月1日から2018年2月20日までの毎週
金曜日（一部水曜日）の3ヶ月間、合計12回、18時から19時まで講習、19時から20時まで実習をし、デッサンと自由
描画をマスターしました。

●満足度調査を実施しました。

◎満足度＝94％
有効回答者延べ2,775人中、レッスン内容に満足と答えた子ども2,614人
◎参加人数＝106人
一般家庭子ども71人・支援家庭子ども31人・おとな4人
◎延べ人数＝3,305人
一般家庭子ども2,440人・支援家庭子ども759人・おとな106人

◎開催内容＝
毎週金曜日18：00～20：00
年12回開催
12月 「デッサン・自由描画／初級編」
  1月 「デッサン・自由描画／中級編」
  2月 「デッサン・自由描画／上級編」

⑦おとなアートレッスン
　毎週金曜日、おとなアートレッスンを開催しました。絵本を作る人、人形を作る人、イラストを描く人、LINEスタンプ
に取り組む人。それぞれの課題に取り組むフリーレッスンでした。ご参加が子どもたちへの支援にもなるレッスンでし
た。しかし、10年間続いたこのレッスンも、今期をもって終止符としました。新年度から、より多くの子どもたちの支援に
集中するためです。新年度から金曜夜は、中・高生対象の「デザイン国語研究レッスン」に生まれ変わります。長らくお
付き合いくださったおとな受講生の皆さん、本当にありがとうございました。

◎開催内容＝
毎週金曜日19：00～20：00
年48回開催
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●絵本プレゼンテーション会を開催しました。
　デザイン国語研究レッスンの集大成として「子どもがするプレゼン 言葉で描く絵本の世界」発表会を3月3日㊏に開
催しました。絵本は沢山ある教室の絵本の中から子どもたち自身が選びました。いずれもその根底にあるのは、さみし
さを抱えた自分、寄り添ってくれる誰か、命です。子どもたちがそれぞれ抱えている課題をあまりにも素直に代弁する絵
本を選んだことには驚かされました。
　プレゼン文は講師の指導を受けて、自分たちを内観し、感覚、感情を筋道を立てた言葉（論理）に置き換えていきま
した。5月頃はレッスン自体が難しいこともありましたが、見違えるほどの大人顔負けのプレゼンでした。プレゼン後、聴
講の皆さんが、それぞれ共感した応援メッセージを花柄の用紙に書きました。
　修了証書に貼り、素敵な共感の花束を作り、子どもたちがそれぞれ選んだ絵本と共に授与しました。1年間、熱心に
教案作りからレッスンに取り組んでくださった先生方、朗読のメグミクロさん、ご参加くださった皆さん、素晴らしい共
感をありがとうございました。

◎開催内容＝
2018年3月3日㊏14：00～16：00
南田辺会館 老人憩いの家
◎参加＝27名（スタッフ別）

●クリスマス会を開催しました。
　今年のクリスマス会。好評のデコレーションケーキコンテスト、高校生らが主催したゲーム大会、超大判振る舞いビ
ンゴ大会、サンタさんに表彰式と続きました。スタッフ、ボランティア、ご寄付の皆さんの多大なご支援の上に開催でき
ました。ご協力頂いた皆さん、ありがとうございます。

◎開催内容＝
12月10日㊐11：30～16：00
長居ユースホステル 多目的室
◎参加＝83名
おとな・バイターンレッスン生19名・
受講生64名

●夏休み花火大会、夏休み映画大会を開催しました。
　大阪ガスさんのご招待で平成淀川花火大会を鑑賞しました。また、子どもデザイン教室、5年ぶりの復活企画「夏休
み映画大会 and 台湾かき氷パーティ with 夏祭り焼きそばパーティ 」をしました。

◎花火大会開催内容＝
8月8日㊏18：00～22：00
子どもデザイン教室
◎参加＝8名（スタッフ別）
◎映画大会開催内容＝
8月12日㊏13：00～18：00
子どもデザイン教室
◎参加＝15名（スタッフ別）

11



●子どもデザイン教室の発表会を開催しました。
　子どもデザイン教室では、2017年度を締めくくる最大のイベントとして、発表会を開催しました。作品発表会、商品
販売会、食品販売会・成果発表と盛りだくさんの内容でした。会全体は高校生・大学生がサポートしました。中学生は
飲食ブース「Wooデザイン食堂」を開店しました。売上は2日間・計4時間の販売で280,368円でした。売上は経費を
差し引かず、すべて子どもたちのお小遣いにしました。

◎開催内容＝

造形工作レッスン「作品発表会」
　3歳から小学生の子どもたちが、この1年かけて作った水族館やトートバッ
グなどを展示しました。子どもたちは会場で展示のレッスンもしました。

グッズデザインレッスン「商品販売会」
　小学生・中学生の子どもたちが、この1年かけて作った葉書・ピンバッジ・絵
本・レジン・お人形・すごろくを販売しました。売上はすべて自分たちのお小遣
いにしました。

イベントデザインレッスン「食品販売会・成果発表」
　中学生の子どもたちが、卵巻きフランクフルト・一串おでん・三色綿菓子を
調理販売しました。また、セレッソ大阪のスタジアムでの似顔絵うちわ販売会
の様子など、映像によるこの1年の成果発表もしました。

バイターンレッスン「運営支援」
　発表会全体をサポートは高校生・大学生の子どもたちがアルバイトとイン
ターンとして参加しました。

◎収入＝280,368円
◎内訳＝分配金271,000円
　　　　ご寄付9,368円
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●活動説明会「こどカフェ」を開催しました。
　偶数月の第4日曜日（一部土曜日）、私たちの取り組みの意義や方法、レッスンで子どもたちがどう変わるのか？など、
子どもデザイン教室の活動説明会を開催しました。親と暮らせない子どもたちの今を知るユニークな説明会でした。
キッズサポーター会費（賛助会員費）3,000円以上をご寄付頂きました。参加者の合計は11名様でした。

◎開催内容＝
偶数月の第4日曜日13：00～15：00
（一部土曜日開催）
年6回開催
◎参加＝11名
内 継続会員＝1名

●「笑顔一丁」を開催しました。
　ラーメンと似顔絵で児童養護施設の子どもたちに笑顔を届ける、まこと屋と子どもデザイン教室の新挑戦「笑顔一
丁」を開催しました。快晴の下、おいしい牛骨ラーメンを200食もご用意頂きました。子どもたちも「チャーシューがう
まい！」と何杯もおかわりしていました。また、ボランティアによる似顔絵も「似てる～！」と大好評でした。

◎開催内容＝
4月16日㊐12：00～15：00
児童養護施設 助松寮

●似顔絵うちわ「うちはにがおえやさん」を開催しました。
　社会貢献のために似顔絵うちわを実演販売する「うちはにがおえやさん」。7月8日㊏セレッソ大阪さんのご協力を得
て、キンチョウスタジアムで開催しました。お陰様で売上45,200円、ご寄付24,011円を頂きました。この売上69,211
円は児童養護施設 田島童園さんにご寄付しました。

◎開催内容＝
7月8日㊏ 15：30～18：30
キンチョウスタジアム北口 イベント広場
◎価格＝500円以上（任意）
◎収入＝69,211円（田島童園さんにご寄付）
◎内訳=売上45,200円・ご寄付24,011円

自立支援：子どもデザイン基金事業の活動報告
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●大阪シティ信用金庫 南田辺支店で絵本展を開催しました。
　子どもデザイン教室は、大阪シティ信用金庫、大阪市市民局、大阪市東住吉区役所、大阪市里親支援委員会のご協
力で、子どもたちの描いた絵本の展覧会と里親啓発活動をしました。子どもたちが文案を絞り出し、絵具を使い、コン
ピュータを使い、大苦戦の末に作った絵本「どうしたの？」をご覧頂きました。

◎開催内容＝
8月2日㊌～10日㊍9：00～15：00
大阪シティ信用金庫 南田辺支店

●里親相談会を開催しました。
　親の様々な事情で家庭で親と暮らせない子どもがいます。そんな子どもをご自身の家庭に迎えて、暖かく養育してく
ださる方を募集する里親相談会を子どもデザイン教室で開催しました。当日は里親支援相談員と、里親である当法人
の代表理事が里親制度や登録方法についてご相談をお受けしました。2名のご来場がありました。

◎開催内容＝
9月17日㊐13：00～16：00
子どもデザイン教室
◎主催＝大阪市こども相談センター
一般財団法人市民共済会
◎参加＝2名

●阪急百貨店「H2OサンタNPOフェスティバル」に参加しました。
　6月28日㊌～30日㊎と1月20日㊏～22日㊊、阪急百貨店うめだ本店の9F祝祭広場で開催される「H2Oサンタ
NPOフェスティバル」に参加しました。特に1月21日㊐には大阪市立扇町総合高校の吹奏楽部オーギーズと一緒に、
子どもデザイン教室の紹介と演奏会をしました。たくさんのお客さんを前に、若さ溢れる演奏で会場は大盛り上がりで
した。

◎開催内容＝
◎第6回＝6月28日㊌～30日㊎30分間
トークイベント
◎第7回＝1月21日㊐14：00～14：30
大阪市立扇町総合高校
吹奏楽部オーギーズ演奏会
1月20日㊌・22日㊊30分間
トークイベント
阪急百貨店うめだ本店 9F祝祭広場
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●微笑ましい社会貢献「こどキャラ」のご注文を頂きました。
　こどキャラは、親と暮らせない子どもたちとプロのデザイナーが協同制作したキャラクターイラストです。ちょっとく
ずれたユニークなキャラクターが笑いを誘います。注目率が高く、また、社会的養護児童の啓発にも繋がる社会貢献イ
ラストとしてパンフレットやシンボルマークにご利用頂いています。

◎売上＝555,930円
◎内訳＝自立資金62,086円
　　　　寄付82,200円
　　　　学習資金411,944円（74%）

●ご寄付部門
◎目標＝1,140,000円（達成率227%）
◎合計＝2,593,106円（キッズサポーター123人・1社）
◎内訳＝正会員費
　　　　キッズサポーター会費（受講会員）
　　　　キッズサポーター会費（一般会員）
　　　　キッズサポーター会費（継続会員）
　　　　キッズサポーター会費（法人会員）
　　　　個人ご寄付
　　　　法人ご寄付
　　　　その他

◎ホームページから自動継続の寄付システム＝
　ご寄附の皆様が、わざわざお振り込み頂く手間を省いたシステムです。クレジットカードと銀行引き落としの2種類
からお選び頂けます。子どもデザイン教室のホームページの寄付サイトからお申し込み頂けます。

◎ヤフーネット基金＝
　ヤフー様のご協力で始まったヤフーネット募金。2018年5月24日現在、1,093人の皆さんから累計で243,944円
のご寄付を頂いています。ご寄付は親と暮らせない子どもたちの学ぶ力＝生きる力を育てるレッスン費用に使います。
Tポイントで１円からご寄付頂けます。

◎ソフトバンクかざして募金＝
　携帯電話から簡単にご寄付頂ける「かざして募金」。ソフトバンクご利用の方なら、携帯電話料金のお支払いと一緒
に募金することができます。auやdocomoの方はクレジットカードでご寄付頂けます。たった4回のクリックで100円
からのご寄付頂けます。

●ご寄贈部門
◎実績＝金額換算100,000円相当
◎計画＝400,000円（達成率25%）
◎内訳＝フードバンク大阪様・阪急百貨店様・岸本思穂様・加藤香織様・深野優子様・藤井久仁子様・西井廉剛様・
　大田香織様・井上翔一様・ご近所の皆様・他 保護者各位様

7,000円
177,000円
257,000円
293,000円
240,000円
24,000円

1,411,424円
183,682円

12人
48人
57人（高額寄付9人を含む）
18人
1社
11人
14社

合計144,286円（26%）
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●助成金部門
◎内訳＝内閣府子供の未来応援基金 2,960,000円
　　　　大阪市市民活動助成事業 900,000円
　　　　大阪市塾代助成金 307,488円
◎合計＝4,167,488円
◎計画＝4,110,000円（達成率101%）

●広報部門
10月20日㊎　グリーンズに大阪ガス「ソーシャルデザインフォーラム」の模様が紹介されました。 
  3月24日㊏　読売新聞大阪版に発表会の告示記事が掲載されました。

●講演部門
4月12日㊌　神戸シルバーカレッジで講演をしました。
4月24日㊊　大阪府立大学 伊藤ゼミにゲスト講師でお話をしました。
  9月6日㊌　大阪ガス「ソーシャルデザインフォーラム」に登壇しました。
  9月6日㊌　グリーンズ「グリーンドリンクス」にも登壇しました。
10月2日㊊　堺市西区役所で寄付集めセミナーをしました。
2月21日㊌　松阪市産業振興センターで大阪NPOセンター主催の講演をしました。

●ニュース部門
　年12回、お名刺を交換した各回953名の方に、ニュースメールを配信しました。また、継続会員様、高額会員様、ボ
ランティアの皆様、活動説明会「こどカフェ」ご参加者様など、80名の方にはより詳細をご報告する特別版ニュース
メールを配信しました。

●理事会部門
　年13回開催し、延べ出席者は64名でした。
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養育支援：子どもサポートホーム事業の活動報告（個人事業）

●奇妙な巡り合わせ
　親と暮らせない子を支援する子どもデザイン教室が法人化した2010年。この活動に確信がもてたきっかけは、当時
小学生だった女の子の「なんもええことあらへん、生まれてこんかったらよかった」と言う呟きでした。私自身は、親の大
きな愛に育まれ、親に愛されるのが当たり前と思っていましたから、この小学生の呟きは衝撃でした。それから私は、親
と暮らせない子が「生まれてきてよかった」と思える世の中になればと願い、活動を加速させました。そして、この子たち
を自分で育てられないかと考え、それには里親という制度があることを知り、2011年に里親になりました。
　その後、児童相談所との意見の違いがあり、その子は別の里親さんに引き取られていきました。最後にその子と安物
のお寿司ランチを食べてお別れしました。あまりおいしくなくて、何だか侘しい想いをしたことを覚えています。そして、
その子はあっけなくいなくなり、もうそれっきり。でも何かある度にその子のことを思い出していました。教室の片付け
をしていたゴールデンウィークも、その子の作品が出てきては「元気にしているかな」としみじみしていました。でも、し
かし、です。長く同じことをしているといいことがあるものです。
　秋頃、ある児童養護施設の施設長さんがお仕事で訪ねてこられ、打合せの終わりに世間話をしていると、「そういえ
ば今、施設にいる子が昔、デザイン教室に通っていたと言っていましたわ」と仰るではありませんか。そうなんです。それ
がその子！色んな事があって、今、その施設で暮らしているというのです。奇妙なご縁を感じざるを得ません。何として
でもその子をもう一度、デザイン教室に通わせてほしいとお願いをしました。こうして立派な高校生になったその子と
のレッスンをもう一度始めることができました。願いは必ず叶うものです。この子にこそ「生まれてきてよかった」と思っ
てほしい、そんな時間を共にしています。

●こんな日々を過ごしています。
　6月の第3日曜日は父の日です。夕食は家内と子どもたちが、お子さまランチを作ってくれました。お子さまランチって
おとなの憧れってなんですよね。デザートはわざと少し焦げ目を入れた、我が家伝統のビター風フルーツチーズケーキ
でした。子どもたちからはプレゼントも貰いました。本当に嬉しかったです。こんな幸福な時間を共にできる家族に感謝
しました。毎年、毎年、皆がこうして集えたらいいな、そんなことを願いました。多分これは里親をしていないと味わえな
い感動です。これから色々な問題も起こるでしょうが、縁あって暮らす者同士は家族です。家族だから信じられるし、信
じられるから未来を託せます。家内に、子どもたちに感謝するそんな6月でした。

●子どもの誕生日会
　誕生日は１年に一度、恥ずかしがらずに「生まれ来てよかったね」と言える日です。12月は一番下の子の誕生月です。
色んな思いがあるだろうから、できる範囲のことをしたい。そう思って、今年も子どもの大好きなチーズを食べに、西天
満のフランス料理「井上義平」へ行きました。ワインもお肉もおいしかったです。彼女の誕生日が冬で良かったです。食
後、光の御堂筋を歩きました。町全体が祝福しているようでした。「はよ子離れして～な」と実子には言われますが、キ
ラキラ輝く光に、遠く離れた家族と集える幸せを噛みしめました。プレゼントいっぱいの子どももポツリ、「幸せやわ」と
呟きました。「生まれ来てよかったね」。
　里親が委託児童を選ぶのはよくない、らしいです。しかし、この子たちと巡り会えて良かったとつくづく思います。この
まま里親を終わらせてもいいか、とも思いました。里親はこれまで仕事一辺倒だった自分を振り返り、その至らなさを
埋めるものなのかもしれません。この歳になって初めて気付きます。世の中はギブ&ギブだと。私のギブ&ギブは相当
ショボショボですが、こんな私でもスタッフやアルバイトの受講生、たくさんのボランティアや家族、子どもたちに支えら
れています。私自身が皆に「ありがとう」と言いたい、そう想える素敵な誕生日会でした。
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平成29年度 決算報告書
子どもサポートホーム事業は含まず
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平成29年度 特定非営利活動に関わる事業会計の貸借対照表
子どもサポートホーム事業は含まず
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平成29年度 その他事業会計の貸借対照表
子どもサポートホーム事業は含まず
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親と暮らせない子どもたちを支援する

特定非営利活動法人

この活動報告書・活動計画書は内閣府「子供の未来応援基金」の助成金によって制作しました。




