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かんちゃんの小さな家に寄せられた
（参加しての感想・メッセージ・メールなど）

たくさんの「こえ」

ありがとうございました

💛「あずささんのピアノがとても上手で、わ

たしもひけるようになりたいです。」
（12 月）
「ピー ナッツでシ チ ューができるのがふ
しぎでした。」
「 ミルクのようなスープになる
なんて？」（１月） 💛 子どもたちの夢がふく
らむホットルーム、 子 どもたちにとって 驚
き・発見のホットルームでした！
💛 「かんちゃんの小さな家」の冬の活動は、
子どもや多くの人々にとって、その魅力と必
要性を互いに実感しあう機会になりました。
💛 また、
「子育てカフェ」など新しい取り組
みや、地元のまちづくり協議会、滋賀県国際
交流協会をはじめと し た新しいつながりが
生まれてきました。
💛 今回の通信は、寄せられた思いを共有して
いくことを願って皆様にお届けします。

ピアノ演奏をバックに、子どもからお
年寄りまで、みんなで楽しいひと時を
すごしました。
（ にこにこコンサート）
［参加者の感想などを２面に掲載］

「か んち ゃん の小 さな 家 」の 活動 のイ メー ジ図
（安 土学 区 ま ちづ くり 協 議会 事務 局の 中塚 一恵
さん 作） いろ ん な ニー ズ をも つ 花 びら を 、 いろ
んな 入り 口か ら受 けと め たり 、新 しく 創り 出し
たりしていく活動が表されています。

「新春夢談義」
（安
土 まち づ く り 協議
会 主催 ） で 、 かん
ち ゃん の 家 か らメ
ッ セー ジ を 発 信し
ました。
（写真はビ
デ オレ タ ー の 掲示
板 よ り ）［ 詳 細 は
４面に掲載］

（２）

子どもからおじいちゃん、おばあちゃんまで 約 60 名が
シンガー・ソングライタ ー

佐藤 あずさ

さんの

すてきな歌声 と ピアノ演奏に感動！！
「歌もピアノも すごく
上手！自分で曲を作る
なんてすごい！と思い
ました♪また聞きたい
です」
（たくさんの子どもたち）

思わず心が
いやされました
（お年寄・たくさん
の皆さん）

子どもたちの笑顔が
たくさん見られまし
た！（お母さんたち）

かんちゃんの小さな家の活動をより多く
の人 々に届 けたい！ 子 どもをまんなかに
“ホット”なコミュニティ ！だれもが生 き
生きと暮らせる地域づくりをめざして！
昨 年 末 （ １２ 月 １６ 日 ） の ホ ットルー ムは 、
第１部：にこにこコンサート、第２部：ケーキを
作ってみんなで交流会、という内容で
開催しました。（会場：安土コミュニティセン
ター大ホール）関係機関 ・団体からの後援
やご支援、そして多くの皆さまからのご
協力・応援に対し、厚くお礼申しあげます。
ありがとうございました。

「きれいなピアノ演奏と透き通った
歌声を、こんな近くで聴ける機会
は、なかなかないので、幸せな時
間でした♪ありがとうございまし
た。」（保護者）
子どもたちが楽しめる参加型
のコンサート
でした♪「ねこ
のまるけ」「しん
ぶんの歌」など
一緒に楽しく
歌いました。
「本格的な演奏にびっくりしました！
小さい子も、幼いころからこのよう
な本物を聞く機会は、めったにない
と思うので、とてもよい機会になっ
たかと思います。」（学生ボランティア）

ケーキ、とっても
おいしかったよ。
また作りたいです！

新聞あそびで童心にかえ
り、子どもたちも私も楽し
ませてもらいました♪
（保護者）

ありがとうございました！！
「後援」
近江八幡市社会福祉
協議会・安土地区社会福祉協議
会・近江八幡市教育委員会・安土
学 区 まちづくり 協 議 会 ・ 公 益 財 団
法人近江八幡市国際協会

「助成事業を活用させていた
だきました」 縁創造センター
「淡海子ども食堂」モデル事業・
近江八幡市共同募金歳末助け
合い事業・ＪＡグリンピース基金

新聞紙をくるくる丸めて
・・・ひっぱったら、ツリーに
なっちゃった！びっくり
しました。（子どもたち）

（３）

日本とは 地球の反対側で
遠く離れていても

ピーナッツが、ミルクスープの感じで、とってもおいしかったです！
第２６回かんちゃんホットルーム（多文化共生・地域交流会）

子どもたちからの質問
Ｑ 教科書に書いてあったけど、
ボリビアの人は
みんな「どんぐりのような形の家」に住んでい
るのですか？
Ｑ 歯が抜けたら、ボリビアの人はどうするの
ですか？
Ｑ 今日のジャガイモも、ボリビアのじゃがいも
ですか？
野菜の皮をむいたり、
切ったりしました♪

１月のホットルームは、ミゲル・リマさんと浦田広美
さん夫妻をゲストに迎え、ボリビアのお話を聞いた
り、楽器の演奏・踊りを楽しんだり、そしてピーナッ
ツスープを作ったりしました。３０数名の参加者は、
「楽しく」 「おいしく」・・・ボリビアの文化を体
験しました。

子どもたちからの、たくさんの興
味深い質問が、とても嬉しかったで
す。ボリビアでは、
「歯が抜けたら、
ネズミの通る道に置きます。そうす
ると、 もっと強い歯が生えてくる」
という 言い伝えがあります。
ミゲルさん・広美さん

ピーナッツの皮をむく
ところから始まります。

💛今日のかんちゃん（ホットルーム）は、ノリノリ

でした。とても楽しかったです。ボリビアの
がっきや国のことをいっぱいしりました。
💛日本からボリビアまで、早くて２日ときいて
びっくりしました。もうひとつ、ボリビアは
ふじ山よりも高いところにサッカー場がある
ので、空気がうすく、せかいのつよい国にも
かならず勝てるそうです！びっくりです！
💛わたしは、ボリビアはどんぐりの形の家しか
ないと思っていました。でも、そうではなく
て、たくさんの家のしゅるいがあって、びっ
くりしました！どんぐりの形をした家は、少
ないことがよくわかりました。
💛牛にゅうが入っていると思ったけど１てきも
入ってなくて、ピーナツがつぶつぶになって
ました。５はいも食べちゃいました。

💛ピーナッツと野菜で、やさしい味が出てすごく

おいしかったです。塩だけで、こんな風味に
できるのがすごいですね。また、家でも作って
みようと思います。
💛 ボリビアの多様な自然や文化の様子が、大変興
味深かったです。子どもたちの異文化に対する
関心の深さや、学びの姿勢がすばらしく、普段、
接する機会の少ない世代間の交流も楽しかった
です。
💛標高の高い所から低い所まで高低差も、地質も
大きな違いがあり、それにあわせた食文化や生
活スタイルがそれぞれある、民族の種類も多い
など、たくさんのことがわかりました。

（４）

安土学区まちづくり協議会主催

新春夢談義 2018

「かんちゃんの小さな家」から地域に発信
会場から８０枚のあたたかいメッセージカード

Ｉｋｈｓａｎ Ｇｕｎａｗａｎ（イッフサン・グナワン）さん
わたしは、イッフサンともうします。安土にすんで
います。日本に行きたい、というゆめがかなって、
じっしゅうせいとして来ました。
安土は、ごみがなくて、きれいなまちですね。
安土でいろんなことをしました。
かんちゃんの小さな家では、こどもたちといっしょ
にナシゴレンをつくって、たのしかったです。のぶな
がまつりでも、また、ナシゴレンをつくりました。たく
さんの人とであいました。みんな「おいしい」といっ
てくれて、うれしかったです。
でも、ひとつ、こまったことがあります。わたしが
「こんにちは」といっても、なにもはなしてもらえな
いことがおおいです。みなさん、外国人はこわいで
すか？わたしは、こわくありませんよ。
みなさんと、もっとはなしたいです。
ありがとうございました。

保智 友理さん
我が家は、「ホットルーム」を利用したのをきっかけ
に、「学習サポート」と「カフェ しゃべり場」を利用させ
てもらっています。
「カフェ」とは、子育ての困りごとや悩み、不安などを
お母さんやお父さんが集まって、互いに話しあったり聞
きあったりする場所です。話を聞いてくださる万里子さ
んやかんちゃんは、相談活動や教員をされていた経験
と知識などを元にアドバイスをくださったり、私なりの
努力を認めてくださったりします。
それは、我が子と繋がっている学校の先生とも、一緒
に悩みがちな家族やママ友とも違う安心感で、私たち
親の気持を聴き入れ、背中を押してくださり、利用した
後は心が軽くなったように感じます。
このように、かんちゃんの小さな家のいろいろな事
業で、自分の興味のあるものから利用してみて、いろん
な人と繋がっていけるのも魅力です。我が家にとって、
「かんちゃんの家」は親子ともに心を許せる場所になっ
ています。

ありがとうございました💛

１２月の「にここにコンサート」（２面に紹介）に
続いて、「かんちゃんの小さな家」の活動や
参加者の声を発信する機会をいただきました。
「少しでも多くの方とつながりたい！多くの
方に知ってもらいたい！」と、安土在住のイッ
フサン・グナワンさん（インドネシア）、川嶋弓
さん親子、保智友理さんがメッセージを、そし
て、かんちゃんがコーディネートを担当しまし
た。その内容を紹介します。

取り組みを地域に後援やご支援、そして多く
の皆さまからご協力・応援に対し、厚くお礼申し
川嶋 弓さん 親子
あげます。ありがとうございました。
（母）私は、子どもたちと一緒にホットルームに

“

お邪魔しています。きっかけは、私自身の
外国文化への興味でした。今では、子ども
たちが、ここに来ることを楽しみにしてい
ます。
（子）ここでは、インターネットや本では感じら
れない事まで、本当に体験できてとても
楽しいです。
（母）ここでの活動で、自己と他者の違いを知
り、さまざまな国の文化に興味を持ち、実
際の経験を通して、肌で、また食べてみて
感じられるという事が、本当にかけがえの
ないものだと感じています。
そのような体験やふれあいを経て、自
分たちを含めて世界の一員だと言うこと
を、自然と受け入れているように感じま
す。また、遊びや食事の支度の中で、学生
さん、外国籍の方、高齢者の方など多世代
の人々と、少しずつ関わりをもっていく姿
を見て、「たくましいな」と感じています。
そんな経験が、低価格で安心した環境で
できることをとても嬉しく思っています。
そして、子どもたちが、悩みを
もって息苦しくなった時、親以外
にも安心してほっとできる居場
所が一つでも多くあればと思っ
ています。

（５）
かんちゃんの小さな家

今回の「交流のひろば」は、
「新春夢談義」でいただいた
メッセージを、一部ですが紹
介します。「夢」をふくらま
せていきたいですね♪
💛みんなでなかよく住める安土がいいですね。
💛住みやすいまちになってほしいです。外国人の

💛「かんちゃんの小さな家」では、すべてが親子

のような関係で過ごせているのですごいと思
いました。
💛外からではなく、家の中からアットホームな
感じで素敵だと思いました。
💛かんちゃんの小さな家、応援します。ホッとで
きる居場所があることを知り利用したいです。
💛安土に幸せの花が咲き続けますように。ありが
とう、かんちゃん。
💛かんちゃんの小さな家を、初めて知りました。
居場所づくり、子育てカフェ、相談ルーム、ホ
ットルームなど、いろんなことがたくさんある
のは、とても良いことだと思います。
�
💛それぞれの国の食文化の
交流、とても興味があり
ます。かんちゃんの家の
ような場所が、たくさん
できることを願います。
心が温かくなりました。

方とも仲よくなれる場所になってほしいです。
💛かんちゃん頑張れ！ノウハウをぜひ広めてくだ
さい。
💛安土に住んでいる外国人の方と気楽に交流でき
るといいですね。文化は違っていても、同じ人
間です。互いに優しい気持ちをもって、やさし
い日本語でもっと交流したいです。
💛安土コミセンを拠点として、ネットで外国人観
光客の誘致と、多文化フェスティバル（祭り）
を計画してはどうか。
💛子ども食堂が安土にもできているのは、はじめ

て知りました。居場所づくりの大切さを感じま
した。
💛 子育て・介護・その他いろいろ語れる場所が
いっぱいあるといいてすね。
💛母親の居場所づくりに、このような場所がある
ことは必要だと思います。
💛 イッフサンさんとしゃべりたい。こんな家の
取り組みがあるとは、知らなかった。
💛子どもと一緒に参加して異文化交流を体験して
みたい。
💛国際社会を通じた思考のなかから安土を考え、
取り入れることで、活力がアップすると思う。

「かんちゃんの小さな家」のホットルームなど、各種の
案内は、安土コミュニティセンター等に置かせもらってい
ます。また、６面の下の連絡先にお問い合わせいただい
ても結構です。お待ちしています！

学びのご案内
２０１８年度
“修復的対話（ＲＪ）研修会”の予定
主催：スクールソーシャルワーク研究会しが

［短信］
滋賀県国際交流推進協
議会：団体部会研修会に
参加者 2２名が、かんちゃん
の小さな家に昼食交流会
を兼ねて訪問されました。
（フィールドワーク １月）
市内のブラジル人のお母さんによる「手作り弁当」を、みんなで
いただきました。（「かんちゃんの小さな家」に、おとなだけで
２０人以上が入ったのは初めてでした。すごい！）この交流会が、
滋賀の多文化共生ネットワークに加わる契機となりました。

① ５月１２日（土）② ６月２３日（土）
③１０月２０日（土）④１１月２３日（金）
⑤ ２月１６日（土）
時間 １３：３０～１６：３０
会場 近江八幡市・野洲市の予定
講師 郭 理恵さん（大阪府）
学校・福祉関係の皆さまをはじめ、多くの
市民の方々の参加をお待ちしています。
「修
復的対話」は、いじめなどの様々な対立する
問題を、当事者が対話によって克服していく
手法です。※詳細はお問合せ下さい。

（６）

相談ルーム／学習サポート教室／かんちゃんホットルーム
／子育てカフェ／講座「修復的対話（ＲＪ）
」等💛詳細は「かんちゃ
んの小さな家 ホームページ https://kancyan-house.com/」をご覧ください！

子ども・若者相談ルーム
子育てや学校生活・卒業後の進路等で
困ったこと、気になることがあれば
声をかけてくださいね！

毎週水曜日の午後１３：００～１８：００
他の曜日の場合は、個別に相談に応じます。
保護者・支援の方の相談も可 （要予約）
お問合せ （かんちゃんの小さな家
携帯０９０－３７０８－３３１５）

かんちゃんホットルーム
第 28 回

４月２２日(日) １０：３０～１３：３０

会場 常楽寺老人憩いの家
紙芝居やブラジルのあそび「ペテッカ」を体験
しよう！お昼は「ニョッキ」
（イタリア料理）を
作るよ♪ ◆参加費：子ども 100 円・おとな 300 円

第２９回 ６月 ２日（土） １０：３０～１３：００

かんちゃん・まりこさんの「子育てカフェ」
４月 １１日（水）
６月 １３日（水）
１０：３０～１２：００

会場 かんちゃんの小さな家

※お問い合わせ・・・下記の連絡先へ
💛「かんちゃんの小さな家

友の会」
2018 年度 会員募集中！
～応援カンパもよろしくお願いします～
おかげさまで、昨年度は皆さまからのご支援に
より、活動をすすめることができました。ありが
とうございました！引き続き、よろしくお願い
します。
（１口 2,500 円 手続きは、ホームペー
ジをご覧ください。また、かんちゃんの小さな
に直接お問い合わせください。
）
友の会・活動支援カンパの振込口座
振込先銀行 滋賀銀行 安土支店
口座種別 普通
口座番号 ４０３４８９
口座名称 かんちゃんの小さな家
代表 佐子 完十郎
※次号「第 10 号」は、８月末の発行予定です！

会場 安土コミュニティセンター

せせらぎ（編集後記）
💛今年１～３月、地域・団体の研修会や県内の中学

校・高等学校で（５か所・５校）、
「活動報告」等や
講演をさせていただきました。
「多文化共生」
「居場
所」「子ども・若者支援」等をテーマに、特に中学
生・高校生には、スタッフ３名が自らの思いや生き
方を語りました。💛「『どうしても自分ひとりじゃ
わからない！』ってなったときは、かんちゃんの小
さな家に行ってみようと思いました。」
「つらい時に
相談できる場所、一緒に考えてくれる人がいるの
は、とても心の支えになると思います。」
・・・中学・
高校生から寄せられた感想の中に、このような記述
が少なくありませんでした。💛「かんちゃんの小さ
な家」を「ホットフィールド」と名づけたのは、居
場所を「館」
・物理的なスペースではなく、
「心がつ
ながりあえる時空・広場」という意味を込めたから
です。そこには、「今」そして「未来」に向かって
開かれ続けていることが求められます。そのために
「今、必要なこと」は何か！・・ともに考えたいと
思います。今回の「通信」のたくさんの「思い」や
「願い」が、“わたぼうし”になって、あちこちに
届きますように。
（か）

