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近年、従順な子どもが増えている？ 
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左上・右下：「放課後さんまクラブ」より 右上：土曜さんまクラブ「連だこをあげよう」より 

左下：土曜さんまクラブ「近江兄弟社村祭りへいこう」より 

         
                                           

                ゆうこと聞きなさい！    谷村耕太（さんまクラブ：理事） 

 

「ゆうこと聞きなさい！」子どもと一定期間過ごしたことのある方

は、誰でも 1 度は口にしたことのあるセリフだと思います（1 度もな

いという方は、爪の垢をください）。「勉強しなさい」「片付けなさい」

「残さず食べなさい」「あいさつしなさい」などなど…。私も、さんま

クラブの子どもたちに対して言ってるな～。子どもに、生きる上での

大切な事や、子どもの安全や将来のための大切な事を伝えたいが為、

思わず口うるさくなってしまいます。こちらの思った通りにしてくれない子どもたちを目の当たりにして、つい、

言ってしまいます。「ゆうことを聞きなさい！」ええから従え、と。 

しかし、ゆうことを聞かないのは健康である証なのかもしれません。『従順という心の病―私たちはすでに従順

になっている』という怖いタイトルの本を読みました。著者は、以前『さんまクラブニュースレター』でも取り上

げたことのある、『私は戦争のない世界を望む』を書いたスイス在住の精神分析医、アルノ・グリューンです。グ

リューンは警告します。従順は人格を破壊する、従順は病気であると。そんなおおげさなと思われるかもしれませ

ん。しかし、従順であることによって、人間は命ぜられるがまま簡単に人を殺し、自分の命を投げ出すことができ

るのだということを、私たちは歴史から学んで知っているはずです。しかしながらいま、私たちは、原子力発電所

を僻地に作ることを許してしまっています。沖縄に基地を押し付け続けています。多数のために少数の犠牲はしょ
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従順という心の病い―私たちはすでに従順になっている 

アルノ グリューン 村椿 嘉信  (翻訳) ヨベル社 

 

 

 

うがないという考えもあるかもしれません。しかしこの状況こそが従順によって引き起こされている、人間疎外と

いう病気なのだとグリューンは言っているのだと思います。 

「外から組み込まれたアイデンティティを成長させる過程で」、 

つまり「従順になることによって、自分独自の感情や知覚を 

放棄する」とグリューンは言います。親自身もその親によって捨てさせられた、子ども

時代なりの独自の感覚があったはずですが、それを子どもに対して、自分がされたのと

同じように矯正させようとするのです。従順にさせられた人間は、他の従順でない人間

に対し従順にさせようとする、それが、人間疎外を生む病理なのだそうです。従順にさ

せる、従順になる過程のなかで、大人は子どもを殺し、子どもは自分を殺すのです。 

社会はどんどんと幅をなくし、画一的な人物像だけを求めているように感じます。今

まさに、この、従順さを押し付ける暴力が世の中を覆っていると感じます。この暴力の

連鎖を断ち切ることはできるのでしょうか？私は暗澹たる気持ちになります。自分を絞

めつけている正体、それが自分と同一化している権威、言うなれば自分と同一化した両親だったとは！それを知る

ことなく、子どもを無下に従順化させることだけが、大人の役割であるかのように、私もそういうふうに子どもた

ちに対して振る舞っているかもしれないからです。自分自身の中にある、自分が忌み嫌う子どもじみた性質（それ

はいまだに周りから非難されます）を、もう一度見つめなおし、そのまま愛することはできるのでしょうか？残虐

で、“ジコチュー”で、落ち着きがなく、だらしがないのが子どもの特徴だと見られています。それを、「そのまま

で、ありのままでいいんだ」とは決して言えないのが大人です。しかし、子どもらしさを否定し、自分自身も否定

し、権威、常識に従順であることは、自分で考え、自分で行動し、周りと関わりをもち、社会を創って生きる人を

目の敵にし、否定することです。その結果が今の世の中なのでしょう。 

特に日本では、当たり前の従順さを否定し生きることは大変な勇気がいることでしょうし、周りは、空気を乱し

不安をあえてもたらす人を理解できないでしょう。しかし、その勇気が今必要なのだと思います。自分で考えるこ

とのできない人たちばかりになって得をするのは誰でしょうか。自分を苦しめている原因を助けることはありませ

ん。「従順とたたかうために」グリューンは、「『共感』が必要」である、と言います。子どもが本来持っている

「共感」する力を伸ばすことが、この「病」を打ち破る方法なのです。大人が、大人の論理（秩序、世間体、損得

など）に囚われてしまっていても、子どもの、ふとした時に見せるやさしさ、子どもたちの愛にふれたとき、大人

たちに、共感する心を取り戻してくれるように思います。 

さんまクラブでは大人と子どもの関係、つまり主従関係であるよりも、人と人との関係、つまり対等関係であり

たいと思います。大人としての思いはひとまず脇に置いておき（それが難しいのだけれども）、本人が主体的に気

づいてもらうよう、サポートする、そういう関わりをスタッフ一同心がけたいと思っています。 

末筆ですが、この地域の皆様、また、全国の会員、支援者、理解者の皆様のおかげで、さんまクラブも、活動開

始からもうすぐ 4 周年を迎えます。元気に通う子どもたちとともに、着実に地域に根付きつつあると自負しており

ます。どうか、これからも、さんまクラブをよろしくお願いします。 
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［連載：「居場所」を考える⑧］ 

 

カフェという空間 

――韓国ソウルの「Multi Café Doing」―― 

堀江有里（さんまクラブ理事） 

■複合的なカフェ ――コンセプトは“フェミニズム” 

 2017年 2月、まだ開店して 2週間ほどのカフェを訪れる機会がありました。場所は韓国の首都ソウル。ソウルを

東西に横切る漢江（ハンガン）という大きな川の南東側、清潭（チョンダム）駅の近くに「マルチカフェ Doing

（ドゥーイング）」はあります。 

 マルチカフェって何だろう？――店長さんにうかがってみたところ、珈琲やビールなどを提供するカフェとして

だけではなく、いくつかの機能をたずさえた居場所づくりをしたい、とのこと。カフェでもあり、ギャラリーでも

あり、グッズ販売ブースもあり、カウンセリングもときに行なう。何よりも足を踏み入れて目を引くのは壁面にし

つらえられた本棚。つまり、図書室としての機能をもってもいるのです。 

 このカフェのコンセプトはフェミニズム――女性解放の思想や運動。気軽に足を踏み入れ、お茶をしながら、お

酒を飲みながら、必要であれば、客同士がお互いに話をすることもできるし、個室のように区切られた空間ではグ

ループ利用で勉強やミーティングもできる。また、静かに本を読むこともできる――そんな場所です。 

 フェミニズムとひとくちに言っても、そこにはいくつものテーマがあります。まだ整理中途の 600冊余りの書籍

たち。絵本、性暴力、身体、国際関係、法律、宗教、神学、「慰安婦」問題、世越（セウォル）号事件1などなど、

本棚にはいくつものタグがつけられていました。一区画、同性愛やトランスジェンダーなどの本が並んでいる場所

には、まだタグはつけられておらず、「性的マイノリティ」にするか、「LGBTIAQ」2にするか、はたまた「クィ

ア」3にするか迷っているとのこと。たしかに、性的マイノリティをめぐるテーマは、細分化され、どんどんとあら

たな課題が登場しつつあります。この日も、分類の難しさが、しばし話題になりました。 

店長の金・韓リョイルさん4は、8年ほど前に梨花女子大学大学院を修了。専攻はフェミニスト神学です。「神学なん

て珍しいですね」と言ってみて、気づいたのですが、韓国ではキリスト教人口は 4分の 1ほど。このあたりは、キリス

ト教人口が総人口の 1％ほどの日本と同列に並べられないのかもしれません。 

 

                                            
1 世越（セウォル）号事件：2014 年 4月 16 日、仁川（インチョン）から済州島（チェジュド）へと向かう大型フェリーが沈没。過積載や急旋回

などが原因とされる。修学旅行生を含む 476 人が乗船していたが、避難誘導や救助活動においても問題が生じ、295 人の犠牲者を出し

た。韓国史上最悪の海難事故について、真相究明を求める声があがり、社会問題化した。 
2 レズビアン（女性同性愛者）、ゲイ（男性同性愛者）、バイセクシュアル（両性愛者）、トランスジェンダー（性別越境者）、インターセックス

（身体の性別が典型的な男女の枠組に当てはまらずに生れてくる人びと）、アセクシュアル（無性愛者＝性愛の対象をもたない人びと）、

クェスチョニング（性自認や性的指向にゆらぎをもつ人びと）の頭文字をとったもの。身体的に「男」か「女」のいずれかの性別をもち、か

つ身体の性別と性自認が一致し、性的指向が異性に向く人びとを“標準”とする社会のなかで、そこから外れた人びとが「性的マイノリテ

ィ」。とすると、モノを考えていくうちに、あれもある、これもあると、どんどんと細分化されるのは当然のことかもしれない。わたしたちの

社会のなかでの“あたりまえ”を問うにはおもしろい作業だが、表記しようとするとややこしい話になっていくのも事実。 
3  「クィア（queer）」はもともと“奇妙な”を意味する英単語。男性同性愛者に対して蔑称として使われてきた。それを逆手にとって、性的

マイノリティの社会運動や学問のなかで、社会の性についての“あたりまえ”を問うツールとして使われている。 
4 リョイルさんは、父方・母方の双方の名前を引きついだ複合姓を通称名として使っている。韓国は結婚した男女は別姓制度。女性は家制

度の外に置かれ、族譜（家系図）にも名前が残されていないケースもごく一般的であった。子どもは父方の姓をもつが、この父権的システ

ムを問い、昨今、ジェンダーの問題に関心のある人びとが複合姓を名乗ることもある。 
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とくに牧会カウンセリングを専攻されていたそうで修士論文をみせていただきました。日本の神学教育では、21

世紀のいまも、フェミニズム専攻の専任教員は皆無です。当然のことながら、このような状態のなかで、フェミニ

スト神学が育つ環境も限られてきます。もちろん、韓国でもフェミニスト神学を専門的に勉強できる機関があるか

らといってキリスト教や教会のなかでの性差別問題が減少傾向にあるわけではないのですが・・・。 

 

    

 

■開店のひとつのきっかけ ――「江南性暴力事件」への怒り 

 

 リョイルさんが、フェミニズムをコンセプトとしたカフェを開店しようとしたきっかけのひとつに「江南（カン

ナム）性暴力事件」があったといいます。 

 2016年 5月 18日のこと。当時、23歳であった女性が、性的な暴行を受けた上で惨殺されました。後に捕まった

加害者は 34歳の男性。供述では「普段から女性に無視されている」ことが、この事件を起こした動機とのことで

した。加害者が一時間ほど待ち伏せしていた場所に、偶然、通りかかった女性。つまり、加害者にとって攻撃対象

は誰でも良かったわけです。ただし、女性であれば、という条件において。現に、一時間のあいだ、男性が何人か

現場のトイレを訪れていたようですが、加害者はやりすごしています。 

 誰でも良かった――この女性全般に向けられうる憎悪をもとにした暴力は、この事件を知った人びとの恐怖を喚

起しました。誰もが被害者になりうる。ただし、女性であれば、という条件において。翌日 19日には、江南駅前

でろうそくデモが開催されました。被害者となり、殺されていった女性を追悼するために数百名の人びとが集まり

ました。その後も花やメッセージを届ける人びとはしばらく絶えず。現場を取材した記者が追悼に訪れる人びとへ

の取材を試みたけれど、多くの人びとが言葉なく去っていったと述べています（ハンギョレ新聞オンライン：2016

年 5月 24日）。 

 

先ほどから重ねて記してきたように、“女性であれば、という条件において”。加害者が「誰でも良かった」とい

うのは、女性として生きる人びと誰もが被害者となりうる危険をもっている、ということでもあります。日常生活

のなかで、突如、暴力を向けられるかもしれない、殺されるかもしれないという恐怖と背中合わせであることに気

づかされた人びとは、この事件を女性に対するヘイトクライム（憎悪犯罪）であると認識し、この事件を風化させ

てはならないと声をあげはじめました。 
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■ネットワークの大切さ 

 

 突然襲ってくる暴力は避けようがありません。どのように暴力と向き合っていくのか、どのように暴力を減退さ

せる社会を構想していくのか。また、喚起された恐怖という感情を誰と分かち合って日常を乗り越えていくのか。

性差別という現実がこの社会にあることを知り、抵抗のツールを身につけること、知恵を分かち合うこと――マル

チカフェ Doingはそんな意義をもたずさえた場です。 

 店長のリョイルさん、そしてこのカフェに連れて行ってくれた姜ヘジョンさん――ソウル在住、フリーで翻訳

者・通訳者として活躍中5――とあれやこれやと話が盛り上がり、気づいたら、営業時間は終了し、とっくに終電は

なくなっていました。 

 ついでに・・・。韓国では、2009年に『神と出会った同性愛』という本が出版されています（シュム・プロジェ

クト編、ハヌル出版）。カフェ Doingにもありました。2000年代半ばごろから、いわゆるキリスト教「原理主義」

の勢力が「同性愛＝罪」という認識をもち、性的マイノリティをめぐる人権活動に対して実力行使の妨害活動を繰

り返しています。そのなかでキリスト教のなかで同性愛者差別を考える資材として編まれた本でもあります。 

 わたしも一文を寄せていることを告げると「ぜひ、サインを」と、リョイルさん。遠慮がちに小さく名前を書い

たのですが、この画像、読者のみなさんには雰囲気だけでも伝わるでしょうか。またの機会に、韓国教会のなかで

の同性愛者をめぐる議論もご紹介できれば、と思っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
5  1980 年代後半から 90 年代にかけて京都の在日朝鮮人集住地区である東九条 40 番地の地域活動にもかかわってこられた、わた

しにとっては社会運動の先輩でもあり、当時、韓国語を教えてもらった「先生」でもあります。 
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        お湯：洗濯のり：食器洗い洗剤を混ぜて 

         しゃぼん玉液を作りました。巨大！で 

スーパー！なしゃぼん玉にするために 

そこに砂糖を入れました！（ハチミツでも 

いい）砂糖は乾燥を防ぐ効果があるら 

         しく、割れにくいしゃぼん玉が作れる 

         そうです！！少し風がきつく、しゃぼん玉 

         の中に入ることは難しかったのですが、 

大きなしゃぼん玉がたくさんできました。 

 

 

 

 

        近江鉄道を乗り継いで、近江八幡市にある 

             近江兄弟社小学校の兄弟社村祭り（学園祭）に 

             参加してきました。兄弟社の生徒が出す出店（自分 

                       たちで収穫したお米で作ったおにぎり、枝豆、さつ 

水口幼稚園の石窯をお借             まいもスティックなど）や保護者の方、近所の方                           

  りしてパン作りに                などによるお店が校内に連なり、お祭りの雰囲気 

          挑戦！！ソーセージパン             を味わうことができました。 

          アンパン、チョコパン、 

チーズパン・・遠赤外線の効果で、 

「外はカリカリ、中はフワフワ」の 

美味しいパンができました。 

作るのも食べるのもどちらも大好きな 

子どもたちは終始笑顔が絶えません 

でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  プログラム名通り！児童公園でひたすら遊びました！！野球、バドミントン、

遊具で遊んだり、追いかけっこをしたり・・・ハンモックでも楽しみました！！

ザリガニ池、築山、広い芝生、グラウンド。自然の恵みをたくさん感じることの

できるプログラム。単純ですが一番楽しいのではないかな？と子どもたちの笑顔

を見て感じました。 

 

 

 

 

土曜さんまクラブ 活動報告（2016 年 10 月～1月） 
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  漫画「ドラえもん」に出て 

           くる裏山のような、子ども 

           たちにとってぴったりサイズ 

           の山、古城山（城山）。山頂周辺には秀吉の命により築城されたと言われる、水口岡山城の石垣等が残

されています。そんな、自然、歴史を感じながら、チームに分かれ、みんなで鬼ごっこを楽しみました。 

勝ったチームにはなんと！おやつの数種類あるカップ麺を先に選ぶ権利が与えられる（笑）ということで、とても白熱しまし

た。身近な自然、大切にしたいです。 

 

 もうすぐクリスマスということで 

           リースを作りました。松ぼっくり 

         やリボン、家から持ってきた鈴や 

         モールなどをグルーガンでくっつけ 

         ました。それぞれの個性が光る作品に 

         しあがり、子どもたちも満足そうでした。 

 毎年 2 月に行っていた、「アイスアリーナへいこう」 

ですが、今年は 11 月に行ってきました。日本基督 

教団京都教区滋賀地区の企画で、入場料、貸靴代、 

スケート教室の補助をしていただきました。ありがとうございます。 

最初は恐る恐るでしたが、さすが子どもたちは飲み込みが早い！！ 

終わるころにはすいすいと滑っていました。行き帰りの電車の中では 

しりとりをしたり、車窓を眺めながら小冒険を楽しんでいました。 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 まずはどんなはんこにしたいかデザインを考えるところから 

はじめました。名前、来年の干支、好きなキャラクターなどなど。 

カッターと彫刻刀、細かい作業用にデザインカッターを用意。 

刃物の危険性や使い方なども説明しながらはんこづくりに取り組みました。 

 すごく根気のいる作業なので、1 時間くらいかなぁとスタッフは考えて 

いましたが、「おやついらん」「終わらんかったし家でする」など、まだまだ 

時間の足りなかった様子。1 人ひとりすごく集中していたので大きな怪我はありませんでした。遊びを通して集中力を身につけ

る！！素晴らしいことですね★ 
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 色とりどりのキューブパラフィンを溶かした蝋でつけていくだけ！！ 

普段あまり触ることのない蝋で目いっぱい遊びました。できたキャンドルは水口教会の 

イブ礼拝で灯されました☆子どもたちにとっては、なかなか普段できない良い経験だったの 

ですが・・・次の日のさんまハウスはつっるつる(笑)どこを歩いても滑る(笑)子どもたちの 

靴下の裏についていた蝋がさんまハウス全体に広がってしまいました・・・。 

 大人にとっても良い勉強の機会になりました(笑)次は裸足で！！ 

 

 

        好きな文字を選び、自分たちで文を 

       考え絵もかきました。子どもたちが考えた 

       文はどれも個性的で、思わず笑ってしまうような 

       カルタがたくさんできました。 

 

 

 

          ↑白熱のカルタ大会！！ 

 

 

 

        今年は 200 連のたこをあげよう！！と気合十分で 

        子どもたちと河川敷へ。当日はいい感じの風が吹いていて 

       どんどん空へ凧があがっていく！・・・はずなのでしたが(笑) 

急に風向きが変わり、凧が木にひっかかってしまいました。そこから引っ張った

りほどいたり繰り返すうちに、あちこちに凧が絡まってしまい、やむを得ず飛ば

すのを断念・・・。来年リベンジの予定です！！↓おやつはカップラーメン★ 

 

 

 

 

 

 

 

 子どもたちにはお馴染みの KAPLA（カプラ）ブロック。パーツは一種類しかないのですが、 

たった 1 種類の板からイメージしたものをなんでも作ることができる！欧米では「魔法の板」と呼ばれているらしい。 

そんなカプラをたくさん使って思い思いに作りました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 月～の活動報告は次号（夏号）でお知らせします！！ 
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土曜さんまクラブのプログラム 予定 6 月～7 月  

 

 

 

 
Tel 0748-76-3414 
Fax 0748-76-3413 

✉

3ma.club@gmail.com 

 

 

 

 

5 月  

5/13 児童公園でひたすらあそぼう  
       ひたすら！公園で遊びましょう。鬼ごっこ？ボールゲーム？なんでもできます。 

5/20 光るどろだんご 
         どろだんごを、、、みんなで光らせよう！！ピカピカに★ 

           5/27 タイダイ T シャツ作り 

           オリジナルの T シャツをつくろう！どんな模様ができるかな？ 

6 月 

6/10 記念講演会 「みんなが笑顔になるおうち」 

       講師：島 しづ子さん 

    14：30 開場 15：00～16：30 場所：水口幼稚園会堂 

 

 

6/17 いろいろなアイス作り 
       ひたすら混ぜて・・・手作りアイスをつくろう！！ 

6/24 けん玉教室＆認定試験！                              
京都大学けん玉サークル「洛けん」の方に来ていただきます！          

         けん玉協会認定の 10 級～準初段の検定試験が受けられます。   

7 月  

7/8 ドライアイス・スライム実験 
       科学実験！どんなことが起きるのでしょうか・・・。 

7/15 いろいろなゼリー作り 
          いろいろな・・色！？味！？のゼリーを作ろう！ 

           7/22 夏休みに入る為お休み 

次回の土曜さんまは 9月 9日～はじまります！！ 

スタッフ  

谷村耕太（コータ 1 号） 廣田夏実（ナツミ） 岡部智光（トモコ） 渚（ナギサ） 

片岡希望（キボー・同志社大学 3 回生）  弘汰（コータ 2 号） 

 

 

こちらのメールアドレスにお申し込み下さい。⇒ 

 

 
  

土曜さんまクラブも今年度で５年目を迎えることができまし

た。学校や家ではなかなかできない体験ができるプログラムを

毎回用意しています。ぜひご参加下さい。プログラムの合間な

どでは、自由に、ゆったりとした時間を楽しんでいます。大学

生のお兄さんお姉さん、他校や異年齢のお友だちとの出会いも

とても貴重なものです。すぐに仲良くなりますので、ご安心下

さい。 
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↑放課後さんまでもプチクリスマス会 

↑この日のおやつはクレープパーティーでした。      を行いました。この日はサンタさんを 

自分たちで生地を焼いて果物、ソースをのせて        探せ！ゲームをしてそのあとみんなで 

くるくる巻き、オリジナルクレープを食べました☆     楽しくおやつを食べました♪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↑寒い日でも子どもたちは元気に外で ↑「さんまクラブ作品コーナー」が 

遊んでいます！最近は缶けり、サッカー、        多目的ルームの壁にできました。 

鬼ごっこ、ドッジボールが流行の遊びです。       色んなおもしろい絵がたくさん貼って 

                             あります。その絵を見てゲラゲラ笑う 

                             子どもたち・・・。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↑色んな部屋に毎週引っ越しをしていく秘密基地隊… 

今回は音楽室でした(笑)カーペットを敷き、仕切り 

を作って、「○○号室は僕の部屋！」と各スペースに ↑図書館にもよく行きます。 

分かれて落ち着く場所でマンガを読んでいます。      好きな本を探してひたすら読んでいます。 

「時間経つのが早い！」怒るぐらいです(笑) 
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2016 年度会費納入者・寄付者氏名（敬称略、50 音順） 

              2016 年 4/1～2017 年 3/31 

 

 

 

 

 

 

  

                         編集：耕太 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

」」 

 

 

 

 

 

 

 

    ↘かまくらづくり                      ↓節分祭り 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ブログにて放課後さんまクラブの様子を up しています。下記 URL か、さんまクラブ HP☞ 

の上のメニュー「ブログ」からもとべます。どうぞご覧ください！ 

 

 http://blog.livedoor.jp/npo3maclub-jikan_kuukan_nakama/ 

    

保護者の皆様のご協力のおかげで無事 2016 年度も終えることができました。4 月からは、子ども

たちそれぞれ１つずつ学年が上がりました。あんなに小さくてかわいかった（もちろん今もかわいいで

す）○○ちゃんがもう○年生!？と驚きます。しかし、昨年の 4 月を振り返り、その頃と比べてみる

と、なるほど、しっかりとたくましく成長しているなあ、と思います。特に、「じっくり取り組む力」

「他者と一緒に過ごす力」がついたと思います。放課後の解放感の中、また、友達のいる中で、宿題に

なかなか集中して取り組めなかった子も、「早く終わらせて早く遊びたい」と、葛藤しながらも、周り

に左右されずにできるようになってきました。遊びにおいても、特に、工作、描画で、じっくりと取り

組み、大作を生み出してきたと思います。 

1 年間ほぼ毎日一緒に過ごし、何回もぶつかり合った友達とも、おやつや玩具などを譲り合ったり、

相手の状況や気持ちを気遣いあったりする場面が出てきました。私たちは、子どもたちのそういった心

の成長をしっかり認めていきたいと思います。 

環境の変化に戸惑ったり、いわゆる「赤ちゃん返り」のようになってしまう時期があったり、いたず

ら心の度が過ぎてしまったり・・・、ご両親、保護者の方にとっては心配になってしまうことも多かっ

たのではないでしょうか。小学生になると、乳児期、幼児期にくらべ、だんだんと成長の速度は緩やか

になります。それに、これまでと同様、時に、ぐん！と成長したり、時に、停滞したり、ときには後退

したりしながら、だんだんと大人になっていきます。小学生時代という、大切な成長の時期だからこ

そ、焦らずに、一人ひとりのペースに寄り添い、見守っていきたいと思います。子どもたちと毎日会っ

ていると気づきにくいですが、見えないところで日々成長しているのだなあと 1 年を振り返り、気づか

されました。 

今年度も、子どもたちにとってよりよい「さんま」＝「居場所」となるよう、スタッフ一同、努めて

まいります。お気づきの点、いたらぬ点ございましたら、ご遠慮なくお聞かせください。スタッフと子

どもたちと保護者の皆様とみんなでよりよい「居場所」を作っていけたら、とおもいます。今年度もよ

ろしくお願いします！ 

 

「みんなが笑顔になるおうち」 

 

http://blog.livedoor.jp/npo3maclub-jikan_kuukan_nakama/
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編集後記 

/1～3/15 

 

 

◆正会員受取会費： 赤穂政憲、浅野献一、池田純平、石田原さやか、 

石塚節子、石橋秀雄、入江慶、上田俊子、鵜飼典子、梅崎浩二、大川清・美穂、

大川大地、岡部智光、奥山栄一、大谷和雄、大谷元宏、片岡公子、片岡自由、 

片岡広明、上村万里子、河礼子、川上幹太、川上信、川口義彦、木戸進次、 

木村和広、坂元明子、寒川公子、所司弘造、菅恒敏、高瀬元通、谷涵、谷文子、

谷口ひとみ、谷村德幸、谷村耕太、千葉宣義、月下星志、造田弘司、津田智恵子、

角田啓子、中村深鈴、西村二朗、西本忠義、平野明子、福澤祥、福永智子、 

藤原忠昭、堀江有里、村田敏、森美佐子、守岡英子、守岡健雄、森岡兼光、 

安田和人、柳谷舟子、山田哲史、横田明典、吉村里佳 

【過年度分】片岡自由、河礼子、木戸進次、高瀬元通、角田啓子 

 

◆賛助会員受取会費： 相原聡、東昌吾(３口)、稲村守、植田清一郎、 

上村静、大谷元宏、奥村麻由、小田原緑、川島洋一、北尾茜、北尾弘汰、 

北尾貞弘、北垣景子、北川博司、北脇曻、木下栄美子、倉地歩、神山登美子、 

小林明、巣立っこ診療所、首藤あかり、竹内宙、田村信征、續時子、中井正子、

林登子、原田孝行、NPO 人と人および人と自然をつなぐ企画、廣瀬規代志、 

藤岡正人、藤田結香、本多香織、三谷一夫(２口)、三谷一子(２口)、宮川道子、 

三宅静枝、宮田誉夫、宮田登貴子、森小百合、森田ヤス子、山本真由美、 

㈱大津屋 

【過年度分】東昌吾、小林明、倉地歩、首藤あかり、中井正子、宮田誉夫、 

宮田登貴子、森小百合、山本真由美、巣立っ子診療所、NPO 人と人および 

人と自然をつなぐ企画 

 

◆受取寄付金： 相原聡、青山博光、浅野献一、池田純平、石田輝美②、 

石田原さやか、稲村守②、鵜飼典子、大川大地③、小田原緑、片岡公子（12）、 

上村万里子③、川上信③、川島洋一、久保恭子、黒田佑実、神山登美子、小林明、坂元明子、寒川公子、菅恒敏、巣立っ子診療所、

高瀬元通、田中紡美、田中守、谷口ひとみ、谷野義明（谷野食堂）、谷村耕太②、谷村德幸②、千葉宣義、町内会匿名氏②、 

造田弘司、津田智恵子、中井正子、西川昌輝、西川実穂、西本忠義、橋本小与里、林登子、原田孝行、平野明子、平野隆、 

廣瀬規代志、廣田和浩、福澤祥③、フクトクスタジオ、福永智子、正木仙治郎、まゆずみただし、三谷一夫、三谷一子、 

宮田登貴子、宮田誉夫、森小百合、守田茂、守田藤真、山田哲史、柚口美保③ 

日本キリスト教団岩見沢教会、日本基督教団京都教会、日本基督教団京都教会・子どもの教会、日本基督教団草津教会、 

日本基督教団ひばりが丘教会、日本キリスト教団伏見教会・子どもの教会、日本キリスト教団松本筑摩野伝道所、 

日本基督教団室町教会、水口教会、水口教会・子どもの教会、水口幼稚園職員会 

 

みなさまのご支援、ご協力に心より感謝いたします！ 
 

 

 

▲ニュースレター「さんま」の第 10 号（2017 年春号）をお届けいたします。 

▲今回も当法人理事の堀江有里さんによる連載「『居場所』を考える」を掲載させていただ 

きました。お忙しい中ご執筆くださりありがとうございました。 

尚都合により当法人監事の川上幹太さんの 4 コマ漫画は今回お休みとなります。 

▲今号は放課後さんまクラブ報告とお便り・土曜さんまクラブの報告と予定を掲載しています。 

日々の活動の様子を写真と共に載せています。どうぞお読みください。 

▲みなさまのご支援とご理解、お支えを頂いてなんとか現在に至りますが、まだまだ私たちの 

力不足により、大変厳しい財政状況が続いております。 

今後ともより一層のお力添えをよろしくお願いいたします。 

▲爽やかな初夏のみぎり、皆さまのますますのご健康とご多幸を心よりお祈り申し上げます。（夏） 

NPO さんまクラブ 

理事長：谷村徳幸 スタッフ：谷村耕太（施設長）、廣田夏実（事務局長代理） 

 
〒528-0022 滋賀県甲賀市水口町梅が丘 5-2                       

℡：0748-76-3414 Fax：0748-76-3413    郵便振替口座  

E-mail：3ma.club@gmail.com             00910-7-202663 

ホームページ：http://3ma-club.com/                           「特定非営利活動法人さんまクラブ」 

   

 

今
回
は
お
休
み
で
す
。 

 
 

 
 

次
回
を
お
楽
し
み
に
。 

http://3ma-club.com/

