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子ども食堂立ち上げから１年が過ぎまし

いう形式をとって

た。アッという間の 1 年でした。毎回来て

います。夏場の第１

くれる人の数が把握できず、料理が足りな

水曜夜は、花火も用

くなったり、余ったりの繰り返しですが、

意してくれました。

来てくれた人たちの顔を見ると「満足して

子どもたちの生き

くれているかな」と、感じられるようにな

生きした顔と、楽しそうな声を聞くだけで

りました。食材を提供してくれる人、ボラ

私達スタッフは大満足です。これから食欲

ンティアにも係わらずお手伝いに来てくれ

の秋に向かいます。

る人、多くの人たちに支えられて運営が成

今年も焼き芋つくりやホットケーキ作り

り立っています。7 月は流しそうめん、男衆

が出来たらいいな～！と思っています。“み

は、猛暑の中早朝から竹を取りに行き流す

んなのテーブル”が、人から人に伝わり、ま

台を組み立ててくれました。 8 月は魚のつ

すます笑顔の食卓になってくれると願うば

かみ取り、魚を調達し

かりです。これからもボランティアの皆さ

プールの設置をして

んと共にスタッフ一同力を合わせ、子ども

くれたスタッフ、イベ

食堂“みんなのテーブル”を盛り上げていき

ントは知音食堂のス

たいと思います。

タッフが中心となり、

スタッフ

私たちはお手伝いと

島田・久保・熊久保・後藤・佐々木

♡また 8 月 5 日
市民活動センターでの
市民フェスタにも
参加して
ポップコーンとラムネの
販売をしました。

今年の産業文化祭は、
お客さんの多い日曜日
に参加しては？という
声もあり初めて日曜日

（表紙に関連記事あり）

（10 月 14 日）に参加
してみました。確かに
人の出入りは多かったように
感じました。果して売り上げは？ですが「子育ほっとねっと」を
知って頂くための PR・イベント参加は有意義なものでした。

遊び・リサイクル・手作り品それぞれのコーナーも人気がありました。
編集後記；自然災害が多い昨今、東日本大震災も忘れることはできません。
あの大震災の頃、ファミリーサポートセンター立ち上げのための準備委員会
が開かれていたのを思い出します。
「ほっとねっと」が生まれたのもその頃、
あれから 7 年が過ぎ今や「子ども食堂」「ホームスタート」と、目覚ましい
発展を遂げている現況、ほっとねっと通信を編集するたびに理事長はじめ皆
さん一人一人の力の偉大さに感心するばかりです。

編集 佐々木

