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今号からメールではなく新聞形式での星の
子便りです！どうぞ楽しんでください☆
今月のトピック
○ １月の活動報告（三浦）
○ ２月の活動報告（三浦）
○ ３月の活動報告（吉留）
○ From Facebook など

＜1 月活 動報 告＞ � 20 1 2.1.1 5 i n サロ ーネ

＜2 月活 動報 告＞ 20 1 2.2.1 9 i n サロ ーネ

● パテ ィシエ にな っち ゃ った ！

● ア ート な才 能が 炸裂 ！

去年 も好 評だ った 職業 紹介 プロ グラ ムで 、 今年 は

子ど もた ちと 、 自由 に大 きな絵 を描 く のが メイ ンイ

「パテ ィシエ にな ろう ！」。

ベン トの「 アー トの海 で泳 ごう 」 と いう 初め ての 企
画。 大人 1 6 名、 子ど も約 15 名が 参加 しま した 。

メン バー の山 北さ んのご 紹介 でパ ティ シエ の結 城
さん にお 越し いた だい て、 パテ ィシエ のお 仕事 を
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まず 初め に、 メン バー
の小 島さ んに よる 、 ボラ ン

紹介 して もら いま した 。 参加 した のは 大人 2 3 名

ティ アに 向け た「 子ど もの 絵ほ めか た」 講座 。 （内

、 子ど も 3 2 名。

容は 3 P をご 覧く ださ い。 ）

結城 さんか らのお 話の 後、 班ご と にゼ リ ー作 りと 、

子ど もが 集合 して から は、 スラ イド を使 って 「色々

カッ プケ ーキ のデ コレ ーシ ョン。

な視 点か ら物 を見 るこ と 」の説 明を し、 視点 を変

デコ レー ショ ンは 思っ てい た以 上に 上手 な子 が多

える と おも しろ い身 近な もの を探 しに 、 サロ ーネ ・

く 、 かわ いい ケー キが たく さん でき まし た。

すず らん ・中庭 を探 索し まし た。

班ご と で何 かを 作る よう な、 グル ープ 行動 の多 い

次に サモ トラ ケの ニケ （勝利 の女 神： ギリ シア 美術

活動 は、 上級 生が 下の 子た ちに 上手 に指 示を し

）の欠 けた 腕や 顔を 想像 し、 付け 加え る「 つづ き

てく れる など 、 子ど もの 成長 が見 えて 大人 も楽 し

を考 えて みよ う」 のコ ーナ ー。

めま すね 。 （三浦 ）
そし てジ ャ クソ ン・ ポロ ック（ アメ リ カの有 名画 家）
の描 いた 絵の 説明 をし 、 いよ いよ メイ ンの ア ート の
海。
初め は遠 慮し がち だっ た子 ども 達も 、 最後 には 自
由に 絵具 を塗 るこ と を楽 しん でく れた よう です 。
（三浦 ）

Special thanks to Hong さん
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＜ 3 月活 動報 告＞ 20 12.3 .1 8 � i n 錦糸 町
● 煙、 暴風 雨、 地震 体験 をし たよ ！
様々 な体 験を 通し て防 災意 識を 高め る こ と がで
きる 本所 防災 館に 遠足 に行 きま した 。 参加 した
のは 大人 2 1 名、 子ど も 1 7 名。
駅で は自 分た ちで 切符 を買 うと いう 練習 もし て、
いざ 錦糸 町へ 。
現地 でお 弁当 と 食べ た後 に、 東京 を津 波が 襲っ
たら

と いう ド ラ マ仕 立て の映 像「 TO K YO 津波

警報 �~確 かな 避難 ~」 を大 きな スク リ ーン で見
まし た。 東日 本大 震災 後に 作っ た最 新映 像な の
で、 と ても リ アリ ティ があ り、 考え させ られ る映 像
で、 子ど も達 も真 剣に 見て いま した 。
その 後は 、 2つの グル ープ に分 かれ て、 「煙体 験
」「暴風 雨体 験」 「地震 体験 」「消火 体験 」に参 加
しま した 。

＜ 3 月卒 業遠 足＞ 20 12.3 .1 1 �
● � 卒業 お めで と う！ � いっ ぱい 遊ぼ ！
卒業 遠足 でラ ウン ド ワン の「 スポ ッチャ 」に行
って きま した ！� 参加 した のは 6 年生 8 名と 大
人 1 1 名。
まず プロ ミス で社 会貢 献の 仕事 をし てい る
方に 講師 に来 て頂 いて サロ ーネ でマ ネー 講
座。 お金 に関 する クイ ズや カー ド ゲー ムを し
まし た。 その 上で 今日 の予 算一 人 30 00 円
の中 でど うお 金を 使う か、 ファ ミレ スの メニ ュ
ーや ラウ ンド ワン のパ ンフ を見 なが ら自 分で
予定 を立 てま した 。
スポ ッチャ では 大人 も混 ぜて バレ ーし たり 、
サッ カー した り、 テニ ス、 卓球 、 ロー ラー スケ
ート 、 ミニ バイ クレ ース 、 ゲー ム、 マ ンガ 喫茶
も。 卒業 遠足 なので 普段 の活 動で は｢ ダメ だ

地震 体験 では 、 震度 5 ~ 7 を体 験。 揺れ が収
まっ た瞬 間に ガス の元 栓を 締め たり 、 出口 の確
保を しな いと いけ ない ので すが 、 子ど も達 は意 外
にも ！？ テキ パキ と こ なし てい てび っく り！！�� えら
い！ ！イン スト ラ クタ ーの 方の 説明 もき ちん と 聞い
てい たよ うで す。
どの体 験も 実に よく 出来 てい て、 大人 にも 子ど も
にも 、 普段 はで きな い貴 重な 体験 にな りまし た。
今回 は、 「キッ ズの 活動 中（ 遠足 ）に、 実際 に震
災が 起き たら どう する ？ 」と いう のも 一つ のテ ーマ
にし て、 帰路 で地 震が 起き た場 合を 想定 し、 グ
ルー プご と に緊 急連 絡を する 訓練 もし まし た。 コ
ニュ ニテ ィサイ トの Fac eb o o k を通 して 連絡 を
と りあい まし たが 、 今後 、 他の 方法 も試 して みて
、 安全 対策 をし っか りと して いき たい と 思い ます 。
（吉留 ）

<<< 今後の活動予定 >>>

よ｣ と 言い たく なる マン ガを ひた すら 読む と
いう のも 、 見守 りなが ら好 きな こ と をし ても ら
いま した 。
私は ロー ラ ース ケー ト初 めて で、 子ど もに 教
えて もら いな がら 超よ ちよ ち滑 りまし た。 よち
よち でも 滑れ ると 爽快 ！
女の 子た ちは アク ティ ブに みん なでス ポー ツ
した りして いて 、 男の 子た ちは あま りやり たい
こ と が見 つか らな く てマ ンガ 喫茶 にい たり し
て、 女子 肉食 男子 草食 化っ てこ んな感 じか
しら 。
中学 から は家 庭に 帰る 子も いま す。 赤沼 さん
の奥 様が 最後 子ど もた ちに ｢あん なに 小さ か
った のに 大き く なっ てく れて あり がと うね ｣と
声を かけ て下 さい まし た。
幸い みん なお 金が 足り なく なる こ と はな く て
、 講師 の方 にも 誉め て頂 いて 、 ちょ っと 自信

4 月 15 日（日）��「電車で GO! 」（遠足）

にも なっ たん じゃ ない かな 。

������������������������（人気企画、再び！）
5 月 20 日（日）�「自然を観察しよう！」（遠足）

春か らは 中学 生。 いい 卒業 の記 念に なり まし

�����������������������（赤羽自然公園へ GO ！）
6 月 17 日（日）�「お金って何だろう？」（屋内）
�����������������������（プロミスとのコラボ♪）

たね 。 （杉田 ）

みんなのお弁当み~せて！ (^̲^)☆

From Facebook
www.facebook.com
このコーナーでは Facebook のキッズコミュティ
ページに投稿されたコメントの一部をご紹介します。

杉本� 2 月 26 日� 21:10
リービング ケア委員会に参加してきました。今回は我
々のホーム、星美ホームサローネでの開催ということ
で、準備からお手伝いしてきました。
リービング ケア委員会というのは、ざっくりいうと施設
を出る児童の自立サポートを考える、施設職員さんや
NPO さん、ボランティアさん、などなどたちの会です。
総勢 80 名くらい。
さまざまな施設職員さん、団体の方々と交流すること
で色々活動を学ぶ ことができてとても勉強になりまし
た。
杉田� 2 月 26 日� 21:48
私の参加したグループは、こどもに夢をもって欲しいと
思うけれども、それがアイドルや漫画家になりたいとい
う夢だったらどう現実とすり合わせるかという議論をし
たり。
感じたのは私たちは施設の先生と連携があまりとれて
いなくて、こどもと接する中で感じる問題をほぼ個人の
経験則で対処していて、それを先生にフィードバック
できてもいないということです。中には病気の症状ある
いは兆候から出ていることもあり、それには正しい対処
や先生との連携が大事です。これから改善していきた
いです。
また懇親会では他団体さんのお話をお聞きして、新し
い企画のアイディアも生まれました。お楽しみに~。

いいね！��������コメントする��������投稿をフォローする

子どもの絵★ほめかた講座
まず、完成したこと を「できたね」と、
子どもの顔を見て共有しよう。
そして「上手だね」
などと評価するのではなく・・・
「かざってみたいな」
「気持ち良くなるなぁ」と声をかけたり、
「ここは苦労したんでしょ？ 」
「 ここをこんな風にしたんだ？」
「どんな順番でつくったの？」
「なるほど、ここをこんな感じでつくったの？」
「ここを描いた後に紙をはったんだね？」
大人は自分の価値観をいったん脇において、
子どもと会話していると、際限なく話が広がっていき、
子どものいろんな考え方が見えてくるのです。
この記事は、小学校の図画工作の文部科学大臣賞を選定した
奥村高明先生の授業や書籍の内容の一部をキッズメンバーの
小島さんがまとめたものです。小島さん、ありがとうござ います！

★
★
編集部から
リニューアル特大号、いかがでしたか？�今後は2~3ヶ月に
1回、発行の予定です。お楽しみに！（吉留）
『友だちとは、暇な時に会う関係。それ以上の関係とは、会
うために暇を作る関係。』きつかわゆきお
星の子キッズに参加される皆さんは、この活動に大きな価
値を抱いておられるなぁと感じ、こんな詩を思い出した次第
です。（渡辺）

