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　【表紙ロゴデザイン】
野原神川（のはら しんせん）
1955 年生まれ。神戸市東灘区在住。書道家。
30 年間テレビタイトルの仕事に携わりフリーに。
オリジナルデザイン書（踊書）の創作活動や、書道教室指導等で、
関西を中心に活躍中。

【URL】http://www15.ocn.ne.jp/~baku4400/
＜デザインの意図＞
年輪を持つ太い木。その下で、子供達は楽しく安心して過ごせる
イメージで作成。

　2020 年　阪神淡路大震災 25 年の追悼朗読会で、震災関連の書を依頼したときに野原

さんが同級生だとわかりました。私は美術館や博物館にはよく足を運びますが、書道には関

心がありませんでした。しかし、野原さんの書には、シンプルですが絵画以上の風景を感じ、

その表現力に圧倒されました。

　また、JR 摂津本山駅の南北階段踊り場に5年半に渡り作品（駅書）を掲示され多くの人

に癒しのメッセージを届けられました。

　今回、木洩堂 10周年記念誌の発行にあたり、これまでの活動を説明し表紙の作成を依頼

しました。地域の安心・安全に貢献しながら、次世代を担うこどもに大きな夢をと願う大人達と、

躍動するこどもを力強い文字で表現してもらいました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（推薦人）吉田　一郎
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【組織概略図】 2012.4.1
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　　「東灘こどもカフェ」10 年の主な経過
　　現在までの変遷を簡単に述べると
　　・2010 年から2011 年の 3月までは、「食」をテーマにした単発イベントを4回実施。
　　　（お好み焼き教室 /タコ焼き教室 /ラグビー教室 /クリスマス望年会）
　　・2011 年 4月「東灘こどもカフェ」が正式発足。週 3回、甲南山手「スペースW」にて
　　　居場所活動を開始し、定期的にイベントを実施。
　　・2012 年 7月より現在地の「木洩童」スタート。ほぼ年中無休の居場所として定着。
　　・2015 年 7月「東灘なんでもお手伝いセンター」設立
　　・2016 年 1月より「木洩童」の2軒となりで「あたふたクッキング」がスタート。
　　・2018 年 11月「エンジェルピアノ教室」がスタート
　　・2019 年 8月「『ほっと』ステーション」開設
　　・2020 年 3月「こどもスタンプカード」導入

2011 年 4 月「スペース W」から正式スタート
　2011 年 4月11日にスペースＷの第 1回総会開催。月・水・土の週 3回 11：00 ～ 16：00に
居場所が開かれることになりました。
　スペースＷはJR甲南山手駅の近くのマンションの2階をフリースペースとして開放しているところで、
その 2階の一部 8畳ほどの空間で行いました。隣の 30畳ほどのスペースで別の団体が活動している
ような、ミニ公民館的スタイルです。
　スタート時の会員は 11名、キッチンが付いているので昼食を作り、ここで現在行っている活動の多
くのひな形はでき上がりました。
　ただ週 3回の間借りなので荷物も置けず、活動の制約も多く存在するので、翌 2012 年に場所探し
で奔走した結果、７月に現在の場所に引越ししました。この間（2011 年 4月～ 2012 年 6月）の活
動によって会員は51名となり、昼食カフェ参加者は累計で約 2,000 名を超えました。

やっと見つけた良い立地（「木洩童」の出発）
　場所探しは苦労しました。一軒家を借用した時期もあり
ました。そのお陰で狭い（約 35㎡）ながらも多くの人が
参加しやすい良い場所に行き着きました。「甲南本通商店
街」という、シャッター店舗の少ない人通りの多い商店街
の脇道に面した１階の空き事務所です。
　両隣や向かいも店舗や事務所が並び、人通りも多く、
通りに面した正面はドアを含めてガラス張りで、オープン
な居場所には最適な物件です。家賃は月60,000 円。以
前のスペースＷが月15,000円だったので、これをどう捻出
するかが最大の課題です（今は2ヶ所の家賃で更なる苦
闘）。

プロローグ 中村　保佑
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年間 363 日、みんなが主役に
　完全な我が家＝居場所を手に入れた「東灘こどもカ
フェ」はどんどん発展していきます。スペースＷの時
は中村と数人のシェフだったのですが、「木洩童」で
は日替わりで毎日の昼食づくりとなり、たくさんのシェ
フが生まれました。現在では女性約5名・男性5名
ほどの人が手伝っています。
　海鮮丼・ちらし・にぎり寿司から、天ぷら定食・カ
レーライス・サンドイッチ・魚の煮つけ・煮込みハン
バーグなどの特別弁当も人気のメニューです。みんなが先生になる各種講座、イベント、ワークショッ
プや日曜こども食堂など全曜日に拡がり、現在定期・不定期を合わせるとイベント講座の数は年間200
回以上で、年間363日開店で、年中休みなしの状態となってきました。

「木洩童」の一日
　「あたふたクッキング」が朝 8時からスタートします（毎週月～金）。
　「木洩童」の朝は9時頃、バザーの店頭出しから始まります。これは会員からの提案で、会員並びに
ご近所の方から家にある不用品を寄付してもらい、リサイクルショップのように店頭販売するものです。
月2回の８時からのクリーンクルー作戦・９時からの朝カフェも人気です。
　安いものでマンガ一冊10円、お皿一枚10円から、高いもので電化製品2,000円ぐらいまで、およ
そ市価の10 分の１以下で、しかも適当に値引きして販売します。売上は微々たるものであっても、原価
がかかっていないので、今では「東灘こどもカフェ」の貴重な財源です。
　また買う人だけでなく、寄付していただく人にも「捨てるより誰かのお役に立てるなら嬉しい」と好評
です。ちょっとええもんないかと店頭に立ち止まる人も多く、中村はすぐに「東灘こどもカフェ」の案内
や近日のイベントのチラシなどを声かけしながら渡し、宣伝の機会としても役立っています。これも１階
でガラス越しのドアという良い立地のおかげだと思います。
　「東灘こどもカフェ」では、週 1～ 2回のペースで昼食のメニューや今週の活動のお知らせを一
斉メールで送ります。会員だけでなく、メールアドレスを登録した人（現在計約 600 名）全員に、
今日は誰がどんな料理を作って美味しいですよ、こんなイベントがありますよ、と呼び掛けます。
　12時ぐらいから昼食です。メールを見て昼食目当てでやってくる会員のおじさん、おばさん、子ども
連れのお母さんもいれば、バザーの商品を見てい
るうちに中に入って来て「ご飯もあるの」と食べて
行く人もいます。昼食は予約なしで誰でも飛び入
り参加OKです。
　話題はその時その場で色々です。ただし、他人
の批判や政治・宗教など、みんなが楽しめない
ものは自然と避けられるようです。大家族（≒地
域家族）で楽しく食べるような雰囲気が「東灘こ
どもカフェ」のめざすところです。
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不定時「その他」たくさんの活動
　「その他」と書きましたが、実は何が中心で何が「その他」か判別できないのが「東灘こどもカフェ」
の活動です。これまで紹介できなかったものを並べてみます。
　・こどもの自由な勉強遊びができます。
　・机を片付けておもちゃをならべたり、TVを見たり、一人で自習もできます。
　・絵本・童話の読み聞かせ、オリジナル紙芝居もあります。
　・中高年には自分史づくりを手伝います。
　・パソコンから携帯まで分かる範囲で教えます。
　・包丁研ぎ、寸法直しなどの裁縫仕事もします。
　・手作り手芸や絵などの作品の展示もします。
　・プルトップ、ペットボトルの…蓋、古切手を集めます。
　・おせち作り、イカナゴのくぎ煮作り、恵方巻きの寿司作り、と販売
　・カフェには多くの差し入れがありますが、ほぼ毎日夕方会社帰りにアメ玉などの補給や
　　カフェの見守りをしてくれる若者もいます。こどもは毎日、そのアメ玉カゴからアメを
　　ひとつもらって夢を語ってくれます。

「木洩童」に集う人々
　木洩童には実に多彩な人々が集います。年齢は0歳から90 代まで、関西の大学数校の学生さんや
遠く岩手県大槌町・釜石市や松江市・広島県・善通寺市・スウェーデン・イギリスの大学からも取材に
来られました。
　会員の内訳をみると、女性が7割と多く、年代性別の分布を調べると、一番多いのが70 代女性で
次が40 代女性となっています。普通の地域団体の中では一番疎遠と思える２つの層が中心に存在する
のが面白いところです。
　また、常連ともいえる参加者（運営者）は男性の方が多いのも極めて稀な例です。多くの地域団体が
男性の参加を促すのに苦労されているのとは好対照です。
　特徴的なのはブラリと初めて参加した人が、主体的で積極的な活動者になるまでの時間が極めて短い
ことです。ちょっとお茶を飲みにきた人が次は講座を開いて先生となったり、シェフとして料理を作った
りは日常茶飯事です。
　だからと言って木洩童に特別能力の高い人ややる気の多い人が集まっているわけではありません。昔
のおばあちゃんが子供たちに昔話をしたりお手玉や折り紙をしたりするのと同じような気持ちで、ちょっ
と人に喜んでもらえたらという行為が木洩童のなかでは自然に行われています。
　だから作る人と食べる人、何かを教える人と聴く人、歌う人と拍手する人に違いがあるわけではなく、
あっちに行ったりこっちに行ったりしているのです。
　人を喜ばせるのに高い能力や優れた経験はいらないと思います。木洩童で一番の主役は社会的能力
も経験もない赤ちゃん・こどもです。赤ちゃんやこどもの笑顔には誰も勝てない、元気がもらえる、そん
な当たり前の気持ちを大事にする人が集ってます。
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　2020 年春、新型コロナウイルス感染拡大により緊急事態宣言が発出され、全国の学校が休校にな
りました。その際に、外出もままならないこどもたちの居場所を作ってあげたい。という思いで代表の
中村さんが考案された「おたのしみスタンプカード」。今では「東灘こどもカフェ」を代表する楽しい制
度になっているかもしれません。
　こどもたちは自由に東灘こどもカフェに来店し、おたのしみスタンプカードにスタンプを押します。が、
来店するだけではスタンプは押せません。勉強・お手伝い・遊び等など。内容は何でも構わないので
すが、何か１つでも自分や誰かのために行動（ボランティア）したこどもたちがスタンプを１つ押すこ
とができるのです。スタンプが 10個たまると、おみやげと「よいこでしょう」の表彰状も用意されていて、
こどもたちはますます勉強やお手伝い？を頑張れる仕組みになっています。これまで2020 年 3月2日
から、約 3,000 名のこどもが参加し、最高は約 80個の子です。これからも変わらず、こどもたちの歓
声を聞きながら居場所としてあり続けて下さい。

東灘こどもカフェの「おたのしみスタンプカード」

スタンプカード利用 80 回以上になる穂乃実さん（５歳）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（母）林　奈歌子
良かった事
・お年寄りの方や甲南大のおにいちゃん、おねえちゃんなど、幅広い年齢の人たちと
話をしてふれあう事が出来た。

・スタンプを押しに行くとお菓子がもらえるので、こもれどに来やすい。
・初めは恥ずかしがっていましたが、だんだん慣れてきて、おかず寺子屋や臨床美術
に親子参加出来る事。喜んで来てます。

・幼稚園以外のこどもたちを見ることが出来、私の視野もひろがっています。
・すずむしをお借りして間近で観察でき、今でも図鑑を見ながらすずむしのオスやメ
スなど詳しく話してくれる。

・金魚やめだかのエサをあげるのが好きなので、魚に触れ合うことが出来、助かって
います。

・４歳から５歳にかけての日々の成長を実感しています。

（M.O）

こどもスタンプカードと
表彰状
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 楽しい写真ベストテン

もちつき大会

地域交流の宴

そうめん流し

ハロウィーンパーティー
スタンプカードのお手伝い

こども祭り

二水会

おかず寺子屋

囲碁教室

英語パーク



　
　今年で10周年を迎えた『木洩童』の活動記録を素敵な記念誌として残せた事に改めて感謝申し上
げます。
　「いつでも」「誰でも」「好きな仲間と楽しく活動出来る場所」の『居場所』として、源流ともいえる
活動が出来て10年間も続けてこられた事は仲間と味合う充実感と喜びです。
　記念誌を発行するにあたり、10年間の活動をどのように知って頂くのが一番いいのかと編集委員全
員で話し合い、出来るだけ「見える化」としてできるだけ多くの写真の掲載をする事にしました。
　10年間でイベント・講座開催約 1,700 回、参加人数延べ約 64,000 人、登録会員数 850 人（2021
年3月末現在）の思い出を捜す作業はワイワイとその時を思い出しながら話すとても楽しい時間でした。
　『木洩童』の素晴らしさは2つ有ります。
　多くの皆様から家庭内に埋もれる品々をご提供頂き、新天地で活躍頂ける様に皆様に橋渡しをする
場所としてバザーを続けています。
　もう一つは、会員なら誰でも参加出来る「毎月の定例会」（会計報告・事業活動報告など）を10
年間欠かす事なく続けている事です。
　これからも『顔の見えるコミュニティー』づくりを継続発展させ、多くの皆さんと『木洩童』モデルを
広めて行きたいと願うものです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（正路　和雄）

これから10年先の「東灘こどもカフェ」の夢を一緒に作りませんか？
みなさんのご意見とご参加をお待ちしております。

編集後記
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