
（６） 

相談ルームのご案内    
子子育育ててやや学学校校生生活活・・卒卒業業後後のの進進路路等等でで  

困困っったたこことと、、気気ににななるるここととががああれればば  

声声ををかかけけててくくだだささいい！！  

相談スタッフ 

かんちゃん（かんちゃんの小さな家代表 

     ・スクールソーシャルワーカー） 

まりこさん（親子をつなぐ学びのスペース     

・リレイト代表：京都市） 

  

                                 

  

                                          

 「かんちゃんの小さな家 友の会」 

入会 よろしくお願いします 
個人会員１口 2,500円・団体会員１口 10,000円 

※次号「第 20号」は、２月の発行予定です！  
💛💛💛💛「「かかんんちちゃゃんんのの小小ささなな家家  ホホーームムペペーージジ」」
https://kancyan-house.com/  

                           

交流会のご案内   

第第 6644回回かかんんちちゃゃんん  

ホホッットトルルーームム  

1１月１９日 （土) 

１０：３０～１２：１５ 

会場 安土コミュニティセンター 

参加費：子ども 100円・おとな 300円 

◇ワークショップ 

手作りスタンプでマイバックを作ろう 

～消しゴムはんこ 作って押して♪～ 

◇コーディネーター 伊藤真希さん（長浜市） 

 

第第 6655回回かかんんちちゃゃんんホホッットトルルーームム  

12 月 17 日 （土) 

１０：３０～１２：１５ 

会場 安土コミュニティセンター 
◇「ボッチャ」のお話とゲームを体験しよう 

 

 

 

 

 

 

 

 

学びのご案内 
スクールソーシャルワーク研究会しが主催 

子子どどもも支支援援((ケケーースス))学学習習会会  
第 58回学習会 11月 ５日(土) 

第 59回学習会 1月 14日(土)  
（いずれも会場・時間は同じです） 

◇会場 かんちゃんの小さな家 

◇時間 １０：００～１２：００ 

◇事前の申し込みが必要です  

せせらぎ（編集後記） 

◇「みんなと おなじが いいのかな？ そんなことも、

ちょっと おもって みたわ。 だけど、 わたしは、 あか

ねこ。 そのままの じぶんが よかったの。」（『わたし

は あかねこ』文溪堂：８ページより引用）この絵本は、

先月、「水平社博物館」を訪れたとき、「人間の尊厳を

求める水平社の理念」という展示のコーナーで出会い

ました。さっそく取り寄せて、「かんちゃんの小さな家」

の絵本コーナーに。◇「出会わなくてもコミュニケーシ

ョンとれるよ。さみしくないよ。」という不登校のある中

学生。「どうして？」と聞くと、「ゲームの中でしゃべれる

から。」と応えてくれた。ともすれば、おとなは、ゲーム

の中での会話を否定的に見ていないだろうか。◇今回

の「通信」５ページのような、「短冊に書（描）かれた願          

い」を、互いに見ながら「想像をふくらませ、つながって

いく」子どもの世界、そして子どもの鋭い感性。それに               

対する想像力を膨らませねば 

ならないのは、むしろ私をはじめ

としたおとなの側ですね。（か） 

 
 

友友の会・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 

1111月月  55日日（（土土）） １３：００～１７：３０ 

1122月月  77日日（（水水）） １３：００～１７：３０ 
◇定例日以外は、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） 

◇事前のお問い合わせ先 （かんちゃんの  

小さな家携帯０９０－３７０８－３３１５） 

    



（２）         

参加者の感想は、

４ページです。 

私の居場所 春から夏  

“世界と出あえる  
すてきな入口に・・・♪” 
ワークショップやあそび村、 

アフリカの布を使ったしおり作りの活動等をとおして 

“住んでいる地元を知るきっかけに・・・♫” 

地元の食材を使った“炊込みご飯、 

西の湖のヨシを使ったクラフトをとおして 

 

 

 

 

 

 

 
      

「いろんなくにのあいさつを 

おぼえて、うれしかったです。」 

～世界一周旅行ゲーム～ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第 ５ ９ 回 

４月 

ワークシ ョップ ： 世界一周旅行    

ゲーム ４１人 お昼：地元の食材を

使った炊込みご飯・おやつ 

第 60 回

５月 

あそび村（パート７） ３５人 

お昼：カップ麺・レモンゼリー 

６月 お休み月 

第 61 回

７月 

ワークショップ ：アフリカの布で   

しおりを作ろう ３４人 

お昼：ホテル・ニューオウミさん  

特製の「ロコモコ丼」 

第 62 回

８月 

ヨシ灯りや地元のヨシを使った   

クラフト ２６人  お昼：カレーパン・

メロンパン・ジュース 

第 63 回

９月 

ダンボールでボンゴ（太鼓）を作って

リズムあそびを楽しもう♪ 45 人 

・・・内容は、次号で紹介します。 

今年の夏は、新型コロナの感染が拡大してきた時期で

したが、感染防止対策のもとで、安土コミュニティセンター

の広い大ホールを会場に開催してきました。お昼の食事

は“テイクアウト”で、お家で食べてもらっています。参加者

の皆さんの協力によって、「安心して楽しく過ごせる居場

所」として活動を続けています♪一日も早く、食文化の交

流を再開したいですね。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

身の回りのもので

海外から来たもの

を探してみよう♪ 

これは、どこの国

から？ 

わかったものを付

箋に書いて、世界

地図に貼り付け

ていきました。 

８つの国のそれぞ

れの情報（①国の

名前②あいさつ③

食べ物④輸出入

品）のカードを４枚

一組になるように

選びます。 

アフリカ布を選んでいます♪ ヨシ灯り・ ・形が   

できてきました♪ 

カードの組み合わせ

があっていたら、パス

ポートシートにシール

を貼ってもらえます。

今回は、民生・児童委

員さんがパスポートを

確認する「職員さん」

に♪ 

 

ファシリテーターの大森

容子さん（滋賀県国際協

会）、ありがとうございま

した♪ 

４月 
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