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お待たせいたしました。星の子便り第２号です！
どうぞ楽しんでください☆	 
今月のトピック	

○４月の活動報告（折原） 
○５月の活動報告（杉本） 
○ガイダンス（杉田）	
○６月の活動報告（岩本） 
○７月の活動報告（狩谷） 
○運動会・夏休みの宿題・夏祭りなど 

＜4月活動報告＞�2012.4.15�
●電車でGO！�
�
いつもの活動では行き先や移動ルートを大人
が決め、切符も事前に購入しておくなど全て
お膳立てしていますが、今回は幾つかの行き
先(NHKスタジオパークや地下鉄博物館な
ど)からグループ毎に子ども達がチョイスして
自分達で行き方を調べて、駅で切符を買い、
地図を見ながら移動するという内容で、計画
性や自主性を育むという目的もあります。�
�
大人は極力手出し、口出しをしないということ
で、渋谷の雑踏の中でグループ丸ごと迷子
になったりとヤキモキしながらの活動だった
かもしれません。�
�
ほとんどのグループがNHKスタジオパークを
チョイスしましたが、私のいたグループでは、
なぜか他のグループとは違う所に行くという
主張で地下鉄博物館へ行くことになりました。
1〜6年生までいたのですが、やはり高学年
はしっかりしたもので、面倒臭そうにしながら
も小さい子をフォローしつつ行き帰りもスムー
ズ、予定時間までに帰ってのご褒美のオヤツ
も食べられてうれしそうでした。�
�
このような子ども達の成長に少しでも手助け
になるような活動も続けられればと思います。
（折原）�

＜5月活動報告＞�2012.5.20 �
●赤羽自然観察公園 
	
赤羽自然観察公園への遠足、皆様
お疲れ様でした！	
いい天気に恵まれて、体も沢山動か
してとても気持ちよかったですね。全
体での鬼ごっこや、剣玉スタート二人

三脚なども楽しく盛り上がりました。	  
	
また思いのほか子ども達がザリガニ
釣に夢中でびっくりしました。勘のい
い子は、穴のありそうなところに糸を

たらし、大物をゲット。また、‘とりあえ
ず’の子は餌のさきいかを食べながら
糸をたらしたり。とりあえず、つりも何
事も我慢が大切ってことが少し分
かったかな？	  
	  
また、今回は初参加の方が５名参加
してくださいました。最初がいきなり
体力的にハードな企画で皆さんお疲

れになってしまったのではないでしょ
うか？でも、子ども達と思いっきり遊
んで楽しんでいただけたのではない
かと思います。これからもどうぞよろ
しくお願いします。（杉本）	

	  

赤羽自然観察公園	



＜ガイダンス＞�
新しいガイダンスに取り組み 	  

5/13にリニューアル後第1回の初参加者＆	  
GLSLガイダンスを行いました。	  
初参加者は申込12人中10人参加、GLSLメン
バーは3人＋学ボラ後に折原さん三浦さんが	  
駆けつけてくれて、ガイダンス班メンバー入れ

て9人。大勢の方にご協力をいただき、にぎや
かなガイダンスとなりました。	  
	  
準備段階ではひーひー言いながらGWに資料
を作ったり、作ったら作ったで作り方の違いで
大揉めしたり、前日リハで平石さんに聞いても

らったらプレゼンが下手すぎて恥ずかしくなっ
たり、親さんのおっちょこちょいがあったり、不
安も沢山ありましたが10人中10人がメンバー
になってくれて、大成功だったと思います。	  
今後も新しいメンバーを迎えていくために、み

なさまどうぞご協力をお願いします。（杉田）	
	

ガイダンス	

三部構成で、第一部は「クイズや
カードゲーム、簡単な実験で、お金
について 楽しく学ぶ」。第二部は「お
仕事をして、お金を稼ぐ体験をする」、
第三部 は「稼いだお金でおやつを

買って、お金の計画的な使い方を学
ぶ」。      	
	
とにかく内容が充実！お仕事体験
のプログラムもたくさんから選べて、
子ど も達も集中して取り組んでいま

した。	
働いて稼いだお金を、ちゃんと計画
立てて使っておやつタイム。楽しく学
べてお やつも食べれて、充実してた
んじゃないかな～。	

	
この企画が、子どもたちの10年、20
年後に役立つ何かを少しでも残して
くれれば	
嬉しいです！（岩本）	  
	  
今回は、三井住友フィナンシャルグ
ループのプロミスさんとのコラボ企
画。キッ ズ初の大手企業との共催と

いうことで、企画者メンバーの私たち
３名（岩本、杉 田、吉留）も気合いが
入るのと同時に「絶対失敗できな
い！」というプレッ シャーでドキドキ。	
	

しかし、結果は大成功！　キッズだ
けではここまで充実した企画内容は
実行でき ませんでしたし、企画段階
でプロミスさんと意見交換する中で、
自分達にはな い、新しい価値観に

触れることができ、大変勉強になり
ました。	
	
様々な環境にいる人が、様々な考え
を持ちながら、しかし同じ志を持って、

一緒 に取り組む。すると、化学反応
を起こして、とてもいいものが出来上
がる！	
	
なんだか、じーんとした、今回の活

動でした。（吉留）	

子どもの作品	  
「貯金箱」	

＜6月活動報告＞�2012.6.17 �
●ようこそキッズニアへ！	
	  
「お金」について楽しく学ぼうという企画でし
た。	



＜7月活動報告＞�2012.7.8 �
●飛鳥山公園！ 
 
当日まで天気予報チェックが日課になり、
数日前まで晴れや曇りだったのに、金曜
日の予報ではまさかの雨マーク！	
当日の朝も小雨で不安でしたが、赤羽駅
での待ち合わせの時には止み、皆の決行

しよう！の意見も多かったので無事飛鳥
山公園に行って来ました。	
	
着いたら噴水の水が出ていないというハ
プニングもありましたが、その後水が出た

瞬間の子ども達の反応、お弁当を食べる
よりも早く水遊びしたいという姿が可愛
かったですね。	
それぞれ思い思いに遊んでびしょ濡れに
なり、水鉄砲攻撃の子ども達から逃げ、こ

ちらも“負けないぞー”と水鉄砲片手に子
供のように遊んでいました。	
松江さんの手作り水鉄砲と噴水も素敵で
した！！	

	
安全に関しても怪我なく活動でき、また来
年も行けたらいいなと思います。	  
	  
「噴水の上には危ないから登らない」とい

う約束も忘れずに子ども達は守っていて、
低学年の男の子が、噴水の上に登ってい
る一般の親子に注意をしていて、ちゃんと
他の人にも危ないと教えてあげていて、偉
い！ジーンとくる場面もありました。	

	
電車に乗っている時間も赤羽から二駅と
近く、これからも安全対策にはしっかり取
り組み、また来年も行きたいですね。とて
も楽しかったです。	

みなさま、ありがとうございました。（狩谷）	

＜運動会・夏休みの宿題・夏祭りなど＞� �

＜夏休みの宿題＞	

＜夏祭り＞	  
８月２６日（日）に、施設近くの公園で
夏祭りがあり、浴衣を着せてもらった
子ども達がかわいらしく夏を彩ってい
ました。	  
写真を掲載できないのが残念です。	  
施設は、さまざまな行事を大切にする
という意識が、普通の家庭よりも高い
と思います。私たち大人も見習うべき
かもしれませんね。	  
夏祭りが終わり、夏休みも終わります。

ツクツクボウシの声が聞こえはじめ、
秋がやってくるのを感じますね。	  
	  
果物がうっとりと実りをつけるように、
子ども達もキッズの皆さんも素敵な実

りの秋になるといいですね。	  

＜運動会＞	
袋小学校の運動会に娘を連れて応援に
行ってきました。午前中だけしかいれな
かったけど、楽しかった♪	  

こじんまりとした学校っだったので比較
的すぐに子ども達も見つけられて話し
たり出来てよかった。	  
	
それにしても、施設の子はみんなたくま

しい（笑）騎馬戦でもがっつりと相手の
帽子を奪ってました★（山田）	

もうすぐ夏も終わり…ということで「宿題
お片付け大作戦！」を実施しました。	  
	
あらら、大丈夫か？？？というぐらい
宿題が残っている子どももチラホラ。	

でも、大人と一緒だと、うれしそうに取
り組んでいました。残った山積みの宿
題 を前に子どもと大人が苦笑い…	  
こんな光景が施設の夏の風物詩にな
らないよう、 来年は計画性を持って取
り組ませねば！（笑）	



編集部から	  
あっという間に夏が終わりましたね。子ども達に
とって、充実した夏だったらう れしい。メンバーの
みなさんはいかがでしたか？（吉留）	  
長らくお待たせしてしまい申し訳ありませんでした。
「スピード、スピード、スピード」の時代。３号目は
もっと早く発行いたします。（渡辺）	  

今後の活動予定	  
９月２３日（日）：科学実験教室（サローネが
実験室に！）	  
１０月７日（日）：運動会（大人は頑張り過ぎ
て怪我しないように）	  
１１月１１日（日）：上野動物園（子どもたちが
楽しみにしてる人気の遠足）	  

＜情熱お弁当物語大募集！＞ 
遠足（外出）企画の際に子ども達の
ために作るお弁当。さて、どんなエ
ピソードが味付けされているので
しょう？ 

お弁当に込める思い、子どもの反応、
苦労話などを募集いたします。 
ドシドシ、星の子キッズメールアドレ
スにお寄せください。 
メール：
kids.hoshinoko@gmail.com 
※お寄せいただいた内容は星の子便りに掲載
させていただきますので、ご了承ください。 

＜企画のタネ本アレコレ＞ 
勉強熱心なキッズの皆さんが日頃読
んでいる本の中に、メンバーにオスス
メしたいってものはありませんか？ 
標題のような企画モノでなくても全
然構いません。例えば私は「つるか
め助産院」なんかいいかなぁなんて
思ったりしてます。NHKでドラマに
なってますしね。ご覧になってます
か？ 
小説の無理矢理なハッピーエンドが映
像でどうなるのか楽しみです。 
 
皆さんの心にグッときたものを、ぜ
ひ共有ください。こちらも星の子
メールアドレスでお待ちしています。 

＜お花見＞�
赤羽自然観察公園にて�
ボランティアメンバーと�
その友人知人で開催�

＜岡橋さんいってらっしゃい＞�
上海赴任するメンバーの壮行会�

星の子キッズは多彩（多才）な方々が
集って成り立っています。	  
素敵な出会いがあり、素敵な話が聞け
るのもキッズの魅力のひとつですね。	  
毎度の打ち上げ（酒宴）を心待ちにして

いるのは私だけではないでしょう。（編
集：渡辺）	

＜その他もろもろメンバー活動＞	


