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星の子たより年末特別号です。たっぷり全 4 ペー
ジをお楽しみください！
今月のトピック
○ ９月の活動報告（松江）
○ １１月の活動報告（筒井 / 田口 / 小野寺）
○ その他の活動
○ １年をふりかえってなど

＜ 9 月活 動報 告＞ � 20 12.9 .2 3 in サロ ーネ

実際 、 以前 はた だ色 の変 化に 驚い てい た子 ども た

● 紫キ ャ ベツ の色 が変 わっ たよ ！

ちも 、 今回 その 原理 を知 ると 、 「レモ ンに キン カン
混ぜ ると どう なる の？ 」など と 質問 をし てき て、 どう

9月2 3日に 「科学 実験 ・体験 教室 」を行 いま した 。

すれ ば~ 色に なる か？ と いう こ と を調 べた がる 子

当日 は、 4 つの ブー スに わか れて 、 「アロ マ テラ ピ

もい まし た。

ー教 室」 、 「ド ラ イア イス って どんな 物質 ？ 」、 「 PC
を使 って 写真 にイ ラス トを 入れ てみ よう 」「紫キ ャ
ベツ で虹 色実 験」 を行 いま した 。
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また 、 その 後の 運動 会や
バザ ーで 、 質問 を沢 山
2012/3
用意 して 来た 子や 、 「今日 は何 か持 って きて い
る？ 」と 聞い てく る子 ども もい まし た。

私（ 松江 ）が担 当し た「 紫キ ャ ベツで 虹色 実験 」で
は、 酸性 ア ルカ リ 性の 紫キ ャ ベツ の色 素に 、 レモ

そん な好 奇心 が、 彼ら の将 来に 良い 影響 を与 え

ンや お酢 、 重曹 やキ ンカ ン（ ア ンモ ニア ）など を添

てく れれ ばと 願う と 同時 に、 好奇 心を 学び につ な

加し 、 色素 が赤 や青 、 緑色 など に変 化す る不 思議

げる ため の、 継続 的な フォ ロー アッ プを 続け てい

な実 験を 体験 して もら いま した 。

きた いと 考え てい ます 。

実は 「紫キ ャ ベツ 色素 」は以 前の 活動 で少 し遊 ん

「一方 的に 与え られ る楽 しさ 」では なく 、 自ら が発

でも らっ てい たも のです 。 今回 は【 過去 に不 思議 な 見し て「 自ら で作 り出す 楽し み」 を、 もっ と 沢山 体
体験 をし 、 その 後、 さら に詳 しく その 原理 を知 る】
験し ても らい たい と も思 いま す。
と いう 体験 によ り、 子ど もた ちに より 強い 印象 を残
した いと いう 期待 もあ りまし た。

私は 、 地元 の研 究支 援施 設で 子ど も科 学教 室を
十年 以上 続け てお り、 星の 子キ ッズで も実 施し た
いと いう 思い があ りまし た。
関係 者の みな さま に心 から 感謝 いた しま す。 有難
うご ざい まし た。 （松江 ）
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＜ 1 1 月活 動報 告1 ＞ 2 01 2.1 1 .3
● 施設 のバ ザー に参 加し まし た！
11 月 3 日に 、 いつ も活 動し てい る施 設で バザ
ーが あり 、 星の 子キ ッズの メン バー もお 手伝 いと
して 参加 しま した 。 バザ ーの 収益 は施 設の 在園
生や 卒園 生の ため に使 われ ます 。
今年 の8 月よ りキッ ズに 参加 させ てい ただ いて お
ります 私（ 小野 寺） は、 もち ろ んバ ザー 初参 加で
した 。

＜ 1 1 月活 動報 告2 ＞ 2 01 2.1 1 .1 1 �
● � たく さん の動 物を 見た よ！
11 月 11 日に 上野 動物 園へ 遠足 に行 きま
した 。 心配 して いた 雨も 帰り に降 られ たの み
で、 動物 園で は降 られ ずに 済み まし た。
自分 （筒井 ）が担 当し た子 は行 く 前は 『コウ
モリ が見 たい ！』や『 他は 見な い！ 』と 言っ てい
たの です が、 いざ 行っ てみ ると コウ モリ に辿
り着く まで の様 々 な動 物に 興味 を示 して 観察

当日 は雑 貨の 陶器 ガラ ス売 り場を 担当 。 品数 の
多さ に圧 倒さ れま した ！良い もの が多 く て自 分で
ほし く なり まし た。
あっ と いう 間に 沢山 のお 客様 が入 って いら して ア
ワア ワし なが らの 対応 でし たが 、 施設 の先 生方
やシ スタ ーが と ても 親切 で、 困る よう な事 は特 に
なか った です 。
お昼 は施 設か ら頂 いた 食券 でう どんを 食べ まし
たが 、 すご く 美味 しか った です 。 午後 はス ター ト
から 値引 き合 戦！ 待っ てま した と ばか りに押 し寄
せる お客 様。
お祭 りのよ うで 忙し いけ ど楽 しか った なぁ 。 来年
も是 非お 手伝 いさ せて もら いた いと 思い ます 。
（小野 寺）

して いま した 。
そし て一 番見 たか った コウ モリ では 、 食い 入
るよ うに ずっ と 見て いま した 。
また 、 園内 のス タン プラ リ ーを 見つ ける と マ
ップを 見た り、 係員 さん に場 所を 聞き なが ら
スタ ンプ を集 めて いま した 。
途中 、 おや つタ イム にベ ンチ で休 憩し た以
外は 疲れ をみ せる こ と なく 元気 に歩 いて 観
て回 って いま した 。
帰る 時間 が近 く なり 、 『そろ そろ 帰る 時間 だ
よ』 と 声を 掛け る と 『え~ 、 もう 帰る の~ ？ 』と
残念 そう にし てい まし た。
帰り の電 車で も同 じ班 の子 同士 で見 た動 物
の話 しを お 互い にし てい まし た。

<<< 今後の活動予定 >>>
1 月 20 日（日）�
�「世界の国をのぞいてみよう！」（屋内）
�������������������（国境を越えた交流を体験！）
2 月 17 日（日）�「音楽を楽しもう！（仮）」（屋内）
���������������������（音楽の世界を楽しもう！））
3 月 17 日（日）
�「川口グリーンセ ンターに行こう！」（遠足）
�����������������������（外でおもいっきり遊ぼう！）
＊3月は別日程で卒業遠足も行う予定です。
＊4月以降の活動内容については、1月20日の
ミーディングで話し合います。 メンバーみなで
さまざまなアイディアを持ち寄り、楽しく 話し合い
ましょう！�

子ど もた ちも 大人 も色 々 な動 物を みて と ても
楽し い一 日に なり まし た。 ( 筒井 )
------------------------------------------今回 は、 人気 の上 野動 物園 遠足 企画 、 しか
も大 人2 人に 対し て子 ども 1人の 変則 マッ チ
ング だっ たの で、 子ど も達 はい つも 以上 に大
人に いっ ぱい 甘え るこ と がで きた よう で、 み
んな ニコ ニコ だっ たよ うに 思い ます 。 �
普段 なか なか 見れ ない 動物 達と のふ れあ い
は勉 強に なっ たの では ない でし ょ うか 。 お天
気も 心配 され まし たが 、 雨が 降ら なく てホ ン
ト良 かっ たで すよ ね！ （田口 ）

★★ ★★ その 他の 活動 ★★ ★★

その 後は 施設 のバ ザー 打ち 上げ に合 流。 飲み

● � 施設 の運 動会 20 12.1 0.7

達を ~に 連れ て行 って みた い！ 」など さま ざま な

毎年 恒例 の施 設主 催の 運動 会が 今年 も開 催

した 。

され まし た。 本来 なら 施設 の校 庭で 行わ れる
ので すが 、 今年 はあ いに く の天 候不 順！ 場所 を

の場 でも 、 「こ んな 活動 をし てみ たい ！」「子ど も
意見 交換 がで き、 と ても 有意 義な 時間 と なり ま

先生 方と 星の 子キ ッズの 見つ める 方向 が一 致

サロ ーネ に変 えて 、 屋内 で行 いま した 。

する こ と で、 子ど も達 のた めに 、 ます ます 充実 し

競技 数は 限定 され てし まい まし たが 、 騎馬 戦

と の交 流を 続け てい きた いと 思い ます 。

など 、 白熱 した 戦い が繰 り広げ られ まし た。 参
加し た星 の子 キッ ズの メン バー も、 歳を 忘れ て
（ !? ）競技 に熱 中し まし た。
運動 を通 して 子ど も達 と 交流 する と いう 、 普段
の活 動と は違 った 交流 がで き、 楽し い1 日と な

た活 動を 行え そう です 。 今後 も定 期的 に先 生方

● � 施設 のク リ スマ ス会 � 20 12.1 2.23
施設 で毎 年 1 2 月に 行わ れる クリ スマ ス会 。 毎
年子 ども 達が 「キリ スト 誕生 の聖 劇」 をお 披露 目
して く れる ので、 楽し みに して いる 星の 子キ ッ

りまし た。 来年 は晴 れま すよ うに ！

ズメ ンバ ーも 多い 行事 です 。

● 先生 方と 交流 会 20 1 2.11.3

今年 も舞 台で 子ど も達 は普 段と は違 った 顔を 見

バザ ーの 後に 、 施設 の会 議室 で星 の子 キッ ズ
のメ ンバ ーと 施設 の先 生方 と の交 流会 を行 い
まし た。
本格 的な 交流 会は 今回 が初 。 星の 子キ ッズの
活動 目的 や活 動内 容な どを スラ イド を使 って
先生 方に 説明 し、 先生 方か らも さま ざま なご 意

せて く れて 、 さま ざま な発 見が あり まし た。
「普段 はあ んなに やん ちゃ な子 が、 こ んな真 剣
に演 技を する んだ 」と か、 星の 子キ ッズの 活動
を卒 業し 、 中学 生に なっ た子 ども 達の 演技 を見
て、 「成長 した な~ 」と か、 感慨 深い 1日と なり
まし た。 また 来年 が楽 しみ です 。

見を いた だき まし た。

みんなのお弁当、�み~せて！����（上野動物公園編）

★ １年をふりかえって ★

2012 年は、どんな1年でしたか？
メンバーの声から一部をご紹介します。

Q � 2012 年の活動で、何かうれしいエピソードがあれば教えてください。
A
・初めての参加時に遠足後に子供たちにカードを書いて渡すとき、受け取ったら、それを裏にして自分か�らの
メッセージと得意なアニメキャ ラを書いて私にくれました。一生懸命書いた文字が愛おしく、嬉しくて。パウ
チして持ち歩いてます。見ると元気百倍の素です。（おのでら）
・よいメンバー の皆さんに恵まれたこと。メンバーも子ども達も怪我無く活動 できたこと。（なべ）
・たった一度マッチングした女の子が、クリスマス会の雑踏の中で私を見つけてくれたこと。（中村）
・あまり笑わなかった子が「次のキッズはいつ?」と待っていて、参加して楽しそうにしているのを見られるよう
になった。（＠）
・高学年児童で、こちらが、どう対応して良いか戸惑っている時、逆に気遣いをしてくれた。人を思いやる気持
ちが育っているのを感じ、嬉しかった。 （Aさん）
・（9月の活動で）小さな手で一生懸命アロママッサージをしてくれて嬉しかった。（ひらいし）

Q�あなたにとって、2012年のボランティア活動を漢字一字で表すと？
A �幸�／�逢�／�学�／�前�／�楽�／�喜�／�和�／�楽�／�始���など
Q�これから新しくメンバーに なる方に一言お願いします。
A

�走りこみましょ う（笑）�（おのでら）／子供たちと楽しい一時をぜひご一緒に☆�（マリヤ）／子どもの命をあ

ずかる。（赤沼）／大変なこともあるけれど、 その分だけ喜びも大きくなります。（Aさん）／細くても長く続け
て、子ども達の成長を一緒に見守りましょう。（@）／新しい世界へ一歩を踏み出そう！（匿名希望）

Q�施設の子ども達へ一言お願いします！
A��大人になったら、今よりもっと世界は広く楽しい。 （三浦）／楽しいことをたくさん、一緒にやろうね。
（@）／いつもいろいろな事を教えてくれてありがとう、ありがとう。（吉留）／なんでもいい。頑張ってみたいっ

て思えることを見つ けてほしい。（なべ）／頑張っているね。（Aさん）／�頼りない大人ですが、がんばりますの
で仲良くしてね。（おのでら）／そのまま大きくなればいいよ。（大魔王）

Q��2013年は（活動面で）どんな一年にしたいですか。
A��子どもといっしょに元気。（赤沼）�／新しい発見をどんどんしていきたい！（匿名希望）／子供が求めることに
、自分ができることを精一杯やる!（マリヤ）／ほめ上手、子どもとの会 話上手になりたい!（@）／
�

参加回数を増やしたい!もっと子どもと仲良くなりたい!（中村）�／

●●●

編集部から

●●●

おかげさまで星の子たより3号を無事発行することができました。今年
は活動にあまり参加できなかったのが心残りです。来年も皆で力を合
わせて楽しく活動していきましょう！（吉留）
にこやかに、ほのぼのと温かく、優しい眼差しで日々の愚かな営みを肯
定したいですね。忙しくて余裕を失いリズムが狂ったときには、キッズ
の活動が心のリズムを整えてくれます。心地よいリズムを来年も。皆
さんよいお年を。（渡辺）

