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🌇 そのっこ夕やけ食堂開店！
４月１日からそのっこ夕やけ食堂が開店し
ました。それに先駆け３月２５日に行われた
プレオープンには、大人から子どもまで７０
人を超す地域の方々で賑わいました。
園田地区子育て支援連絡会では、今、全国
で広がりつつある、子ども食堂活動に取り組
んでいます。愛逢もその連絡会の一員として
協働しています。
夕食を摂る事が難しい家庭環境にいる子ど
もたちに提供するのですが、その背景には、
シングルマザーなど女性の雇用体系や、自身
が精神的に課題を抱えた親など、大人の社会
課題が見えています。
そのっこ夕やけ食堂という居場所を、社会
課題解決の一助となる、新たな地域コミュニ
ティの創出に拡がっていく場所にしていきた
いと、意気込んでいます。

毎週金曜日
16 時から 19 時まで
場所：瓦宮 1 丁目
元喫茶セピア
・中学生まではお
手伝いをして無料
・高校生以上大人

ミッション（社会的使命）
は３00 円
私たちは、多様な生き方が尊重され、誰もが安心して暮らせる地域をつくるため
に、仲間と支えあい（愛）つなぎあ（逢）っていきます
NPO 法人愛逢では、地域の皆様が日常生活で「困ったなぁ…」と思ったときに、ご相談いただける場所
です。様々な形の【困った時はお互い様精神】が愛逢の掲げる思いとして今日も活動しております。

天気に恵まれ、桜の花もお昼ごはん会を温かく
見守って、４日間無事楽しく過ごす事が出来ま
した。新たな出会いに笑みが自然にこぼれた
日々でした。参加された人の声をご紹介します。

🌸春休み🌸みんなでお昼ごはん会

看板娘

○横のつながりだけでなく、縦のつながりも出来て
いた。
○１日だけてなく、もっと参加したかった。
○楽しかったので、毎日でもしたかった。
○全体がまとまっていた。
○とにかく笑顔が多かった。

わからないままのお昼ごはん
会でしたが、子どもだけで
なく、みんなの食堂みたい
でよかったです。
（配食スタッフ：上田）

🌸3/29（火）子ども 3 人／大人 25 人
MENU：カレーライス・マカロニサラダ・ウィンナー・
スクランブルエッグ・おにぎり

🌸3/30（水）子ども 12 人／大人 21 人
MENU：チーズ入りハンバーグ・ミートボール・炒飯・
具だくさんの味噌汁・トマト・ナスビ

🌸3/31（木）子ども 22 人／大人 26 人

わたしが、一番楽しかったのは、
ぎょうざのつつみです。ぎょうざ
作りが初めてで、さいしょはでき
ないとあきらめてたけど、けっこ
う、いがいと上手くできたの、す
ごくうれしかったです。とっても
いいたいけんができて、よかった
です。また作ってみたいです。

MENU：ちらし寿司・すまし汁・団子汁・唐揚げ
桜寒天寄せ・ぜんざい・苺・焼きおにぎり

１日目、バイキングせいだから、好
きな物を好きなだけたべれるのが
いいと思ったよ！！
２日目、外に出れるのがいいと思っ
たよ！！おべんとうばこだからも
ちだしてたべやすかった！！
１、２日目、一口さいずでたべやす
い！！

🌸4/1（金） 子ども 13 人／大人 16 人
MENU：おにぎり・餃子・サツマイモの三食和え
ウィンナとうずら卵とキューリ入り竹輪の串
すまし汁・ケーキ
4 日間合計：子ども 50 人

（かねしろみつき）

わたしが、一番楽しかったのは、
ぎょうざを作るのがたのしかった
です。なぜかというと、ぎょうざ
のかわをつつむのは、2 回くらい
しかやってなくて、まえよりうま
くなっていたから楽しかったで
す。
（高山理理）

3 月 30 日のカレーがおいしかっ
たです。からくないから食べやす
かったです。ぼくはあまいのがす
きだからおいしかったです。また
き会があれば、カレーが食べたい
です。
（後藤旭毅）

バイキング方式
お好きなものをどうぞ！

最初はわくわくしながら行きまし
た。1 回目はどんなに人が来るの
かとか、たのしいのかなんか、わ
からなかったが、2 回目になると
だんだんたのしくなって行ってい
ました。1 回と 2 回を行って思っ
たことは、2 つあります。1 つ目
はたのしかったことと 2 つ目はご
飯がおいしかったことです。あり
がとうございました。

1 回目のご飯会でミートボールや、
やきめしがすきだったのでおいし
かったです。ありがとうございまし
た。またごはん会よんでね。

大人

88 人（スタッフ 38 人含む）

季節のものが入っていたり、公園
に移動して食べれるのがとても
いいなと思ったし、おかわりもで
き、お菓子やおもちゃまでもらえ
たのが嬉しかったです。
味もサイコーでした。（小宮楓叶）

愛逢の皆さまへ
先日は息子が「みんなでお昼ご
はん会」へ参加をさせて頂き、
ありがとうございました。仕事
から帰って話を聞いて「みんな
でごはんを食べて楽しかった」
と、笑顔で教えてくれました。
仕事の日はお昼がインスタント
物が多くなる中でのこの企画
は、とてもありがたい事でした。
又、ぜひ企画あれば参加させた
いと思います。素敵な時間をあ
りがとうございました。

あいあいの人たちといっしょにお
しごとをしている人へ
まえ、いっしょにごはんたべてくれ
てありがとう！！4 日かん行けな
かったけど 3 日かん行けてよかっ
た😊30 日チャーハン、チーズハン
バーグがめっちゃおいしかった。
31 日おべんとう、あとからきたけ
どたべれてよかたった。いちご、ち
らしずしおいしかった。みんなでお
いしいごはんをつくっていっぱい
たべてみんなで公園であそんでう
れしかったです。（山下小羽音）

Npo 法人愛逢御中
春やすみみんなでお昼ごはんの会
ボランティアの皆様へ
この度はウチの子ども達が大変お
世話になりありがとうございまし
た。子ども達にとっては嬉しい春休
みでも、働く母にとってはご飯の心
配が１つ増える大変な時期でもあ
り、冷凍食品やコンビニおにぎりが
頼りの我が身には、本当に有り難い
企画でした。
お料理もとても美味しかったとの
事。皆様のやさしさ大きな愛に心よ
り感謝致します。もっともっと広が
りたくさんの人達が笑顔になる事
願っております。
（小宮信子）

この度は、お昼ごはんをごちそう
になり、ありがとうございました。
子供達も楽しかったようです。栄養
がかたよりがちな春休みなので色々
食べれたようで助かりました。また
次回を楽しみにしています。
ごとうこうき・ごとうあきの母
（ごとうえいこ）

最初は何があるのかワクワクした。
1 日目はチーズハンバーグがあっ
た。とてもおいしかったです。2 日
目はちらしずしがあった。とてもひ
さしぶりなちらしずしだった。おい
しかった。また食べたいと思った！
参加して良かったなぁ～と思った。
また参加したいです。

3 月 31 日のちらしずしは、とて
もおいしかったです。みんなでさ
くらのしたで、いっしょに食べる
のが楽しかったです。またこうい
う会があれば、また行きたいです。
ありがとうございました。
（ごとうこうき）
からあげがおいしく公園で食べ
れたり、おかしももらえてうれし
かった。今は春なのでさくらも見
れてよかった。ご飯の量も少なく
も多くもなかって味もおいしか
った。

。

NPO 法人愛逢 第 13 回定期総会のご案内

会員登録更新のお願い

平素より会員の皆様には、NPO 法人愛逢の事業に、ご理解・
ご支援を賜りまして、厚くお礼申し上げます。今年も総会の
時期となり、下記の通りご案内をさせていただきます。

NP0 法人愛逢の運営は、当法人
の活動や趣旨に賛同していた
だいた方の会費やご寄付で支
えられています。ぜひご理解し
ていただき、本年度も会員登録
の更新をお願いいたします。
◆正会員
入会費 2000 円
(初回のみ)
年会費 3000 円
◆賛助会費 年会費 2000 円

■日
■場

時：2016 年 6 月 11 日（土）午後 6 時より
所：小中島会館 2 階

※会員の皆様には、近づきましたら、資料と共に詳細を
ご案内いたしますのでよろしくお願いいたします。

【お問い合わせ】
■特定非営利活動法人愛逢
電話：06-6493-1424

お気軽にご相談ください
何かお困りのことがあれば、お気軽に
愛逢にご相談ください。
■日常生活のお困りごと相談は、いつ

より愛そのだ～ぼちぼち～
これからの予定

でも事務所にお立ち寄りください。
※月～土（日・祝休み）９～１７時
■遺言・成年後見・税務など専門的な相談
には、司法書士・税理士が対応します。
（場合により、出張相談も可能です。）

※予めご連絡ください。（初回無料）
連絡先：愛逢事務所（06）6493-1424

た い む

・４月２７日
・５月１１日・２５日
・6 月 ８日・２２日
第 2・4 水曜
13 時から 16 時
コープ園田１Ｆ
コミュニケーションコーナー

♪～～♪～～♪～～♪
そのっこ夕やけ食堂

毎週金曜日 16 時から 19 時
瓦宮 1 丁目元喫茶セピア
※祝日はお休みです。

ほ っ と 待夢
毎年 3 月 4 月となれば、3 月は卒業式で 4 月は入学式です。私の住んでいる校区の
中学校の卒業生徒数は男女合わせて 281 人、小学校の卒業児童数は男女合わせて 91
人でした。一人ひとりに校長先生より卒業証書が授与され、とても素晴らしい卒業証
書授与式に出席させていただきました。
思い返せば私の時代の小学校の児童数と中学校の生徒数は、もっと多かったように
思います。今は少子化時代ですね。
また、最近は皆勤賞をいただくという話をあまり周りから聞くことがありません。
私の子ども時代は皆勤賞もありました。私は一日も休まず通学出来ましたので皆勤賞
のみです。4 月には桜満開の中、入学式が各地域で行われます。 （ひまわり）

