
「笑った、笑った」

　本年2回目のつ

どいの広場では、

3組の親子が来て

くれました。

「笑う門には福来

たる」今日はそん

な広場でした。 

　“港らしいまち

の縁側” をこれか

らつくっていこう

との思いのあるメ

ンバー１９名の方

々がＭＯＭＯに来

訪されました。　

　地域は違っても

気持を同じくする方々との出会いは、ＭＯＭＯのスタ

ッフにとっても嬉しいものです。

　

　こんなご縁で「縁が輪」になっていきますように。

"縁側"に行きたくなるインフォメーションペーパー
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無為に思える時間こそ大切にしたいお楽しみに！！
★1月12日のできごと

　新年のスタート

にお楽しみが一つ

増えました。　

　ＭＯＭＯのシャ

ッターが２月中旬

には生まれ変わり

ます。

　寒空もなんのそ

のＭＯＭＯのスタッフと子どもも一緒になってシャッ

ターをごしごし。

　つどいの広場のスタッフ、水野さんが絵を描いてく

ださいます！どうぞお楽しみに！！

　 

　本日から２００

９年のＭＯＭＯが

スタートしました。　

　初日は早速“歌

いましょう！”で

幕開けです！

　今年もよろしく

お願いいたします。

　お手伝いしてく

れる子どもたちの

ＭＯＭＯペンダン

トも完成！

　今年もわくわく

・ドキドキ楽しい

ことしようね　

まちの縁側MOMO（マチノエンガワ モモ）
日々の動きがわかるよ。
まちの縁側MOMOブログhttp://86862469.at.webry.info/

大久保康雄の風の記憶ＭＯＭＯにっき

MOMOペンダント完成
★1月14日のできごと

　バレンタイン用

に簡単にできる生

チョコを作り

　ちょっぴりラッ

ピング！

ラッピングはお家

にあるいらないも

のを利用して…

さて、どんな素敵なラッピングができあがるかしら　

今回はＭＯＭＯスタッフの石川、石黒が担当します

詳しくは紙面内ページにて！

　１月２６日(月)、

つどいの広場♪ハ

ーモニー♪で、簡

単おやつを作りま

した。

メニューは・・・

「ちりめんじゃこ

とチーズのせんべ

い」と「煮リンゴ

」です。

さあ、みんなで

「いただきまーす」

「おいしいね」

「おいしいよ」

次回は２月２３日

月曜日　１０時～１２時

おいもさんを使った簡単おやつを作ります。

　年末年始は自宅に籠もってウダウダしていた。さす

がにこれではいけないと思い、まだ正月気分が残る日

曜日、友人と久屋大通で待ちあわせて街に繰り出し

た。１００年に１度と云われる世界的な経済危機が襲

い、報道によれば倒産する企業や失業者も多く出てお

り、今日の食べるものや寝起きするところもなくて困

っている人たちがいるかと思えば、初売りのセールで

手に入れたのだろう、ブランド物のバックをビニール

袋に入れたまま嬉しそうに友達と闊歩する女の子がい

たり、地下街の食べ物屋さんはどこも家族連れで賑わ

っていた。こんなところで格差を感じていた。この日

はその後、お茶を飲み、１時間ほど街をぶらついて、

友人の買い物につきあい、結局私はなにもせず半田へ

と戻ってきたのだが…。

　しかし、こうして無為に過ごす時間も大切だと思

う。考えてみれば、最近ぼんやりとする時間がなくな

った。以前は時々何か作業の合間などに意識を飛ばし

てぼんやりする瞬間があったのだ。誰かと話をしてい

ても不意に意識を切断してなにも考えないことがよく

あった。本当に瞬間的なことだったので気づいた人は

少ないと思うが、それが最近なくなったのである。い

つでも何かを意識している。いつでも何事かを考えて

いる…。でも、放電ばかりしていては、自分でも気が

つかない疲れをため込んでしまうことになる。

　決めた！　今年抱負は無為と思われる時間こそ大切

にして行くことにしよう。これは簡単そうで、それほ

ど容易くはないだろうけれど…。

大久保康雄（オオクボヤスオ）
まちの縁側育くみ隊の理事であり、紙芝居集
団・風穴一座座長を務めるなど、多種多様な
顔をもつチェアウォーカー

今日のつどいの広場
★1月15日のできごと

港まちづくり協議会の方々との交流会
★1月18日のできごと

“簡単生チョコとちょこっとラッピング”
　　　　　　　　参加者募集のお知らせ！
★1月28日のできごと

2009年のMOMOスタートです！
★1月13日のできごと

つどいの広場♪ハーモニー♪
おやつ作りの巻
★1月29日のできごと
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OPEN: 月・水・金13:00～17:00
記入無　　　　　錦二丁目関連

N　　　まちの縁側育くみ隊
E　　　　　　延藤安弘個人

□まちの縁側MOMO
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 E [18:30]豊橋･冨
田さん打合せ

 E [13:30]岐阜市
井ノ口地区まちづ
くり幻燈会

[  ]内の数字は  
時間を表します  

[  ]内の数字は  
時間を表します  

 [10:00]
 手作り楽しもう会

 [AM]
 つどいの広場

 E [10:00]
熊本まち育て塾

 お休み  [AM]
 つどいの広場

 [AM]
 つどいの広場

 E [9:45]豊明市N
POまつり幻燈会

 E [11:00]ASU研
究科会議

 [18:00]錦二MP
企画会議

 E [19:00]岐阜市
井ノ口地区まちづ
くりWS

 [10:30] 山田郁子
さん伴奏のもとに
さあ歌いましょう！

 [10:00]
 手作り楽しもう会

 [10:00]
 手作り楽しもう会

 [13:30]
 心とからだのスト
 レッチ

 [AM]
 つどいの広場

 [AM]
 つどいの広場
 [15:30]
 ダンボール工作

 [AM]
 つどいの広場

 [AM]
 つどいの広場

"小さな小箱"と"手織りマフラー"展
開催中～2月末日

 E [13:30]港区エ
ンガワサーカス幻
燈会＋フォーラム

 E 名古屋AP→
　　　　台北AP

 E 台湾大学
Lec＆WS

 E 台北AP→
　　名古屋AP

 E [13:00]居住と
地域福祉・幻燈会
 E [19:00]岡崎市
市民協働シンポジ
ウム

 E [9:30]ASU修論
 E [13:30]住総研･
住教育発表会(東)
 E [18:50]東京AP
→熊本AP

 E [14:00]ASU研
究科会議
 E [18:30]豊明市
民協働委員会

 E [19:00]岐阜市
井ノ口WS

 E ASU研究科委・
修了判定
 E [13:30]岡崎リ
ブラ・フォーラム

 [14:00]
 生チョコ＆マジッ
クショー

 [10:30]
 押し寿司＆おこし
ものづくり
 [19:00]食楽だん
らんもも屋

 [10:00]
 手作り楽しもう会

 [AM]
 つどいの広場

 [AM]
 つどいの広場

 [AM]
 つどいの広場

 [AM]
 つどいの広場

 E 茨城県ひたちな
か幻燈会+ワーク
ショップ

 E [13:30]
ユーコートの本編集
会議(京都)

 [18:00]錦二デザ
イン塾（マスター
プラン）

 E 熊本ファシリテ
ーター養成講座
同上交流会

 E 熊本AP→
　　名古屋AP

□まちの縁側MOMO情報
【小さな小箱"と"手織りマフラー展】
クラフトデザイナー中部のみなさまによる小箱&マフ
ラーをを展示販売しています。
日　時：開催中～2月末日まで
☆好評につき、ひきつづき川連漆器展も開催中!!

【手作り楽しもう会】
あら、簡単!まあ、楽しい!をテーマに、
1月&2月は「甘～ぁい甘～ぁい春のエプロン」
日　時：2月6日(金)、13日(金)、20日(金)、27日(金)
　　　　10:00～12:00
参加費：700円（お茶代込み）＋600円(材料費)
お申込：下記のTEL又はFAX、メールにて

【簡単生チョコとちょこっとラッピング＆
　　　　　　　おたのしみマジックショー】
バレンタイン用に簡単な生チョコを作り、ちょっぴり
ラッピング&山田昌平くん(中3)のおたのしみマジック
日　時：2月7日(土)　14:00～16:00
参加費：700円 (材料費込)
定　員：先着15名
お申込：下記のTEL又はFAX、メールにて

【山田郁子さんの伴奏のもとにさあ歌いましょう！】
懐かしの唱歌をみなさん一緒に大きな声を出して、お
おらかな気持ちで歌いませんか
日　時：2月10日(火)　10:30～12:00
参加費：500円
お申込：下記のTEL又はFAX、メールにて
　
【ダンボール工作】
マジックハンドを作ろう!!
日　時：2月19日(木)　15:30～17:30
講　師：図画工作むらた
参加費：500円
お申込：下記のTEL又はFAX、メールにて

【押し寿司＆おこしものづくり】
知多郷土料理の押し寿司を「愛知県技人」でいらっし
ゃる沢田幸子さんに教えていただきます。
日　時：2月21日(土) 10:30～12:30
参加費：2,000円 (材料費込)
定　員：先着12名
お申込：下記のTEL又はFAX、メールにて
※「おこしもの」とはひなまつりの時にそえるもっち
りした素朴なお菓子、木型から･･･おこして作ります

【第1回「食楽だんらんもも屋」】開催!!
どなたもご自由にどうぞお出かけ下さいね!!
日　時：2月21日(土) 19:00～21:00
参加費：1,500円 (軽食＆ワンドリンク付)
　　　　※お酒おつまみ持ち込み大歓迎

【心とからだのストレッチ】
ストレッチ体操で心と体をほぐしましょう！
日　時：2月24日(火)　13:30～14:30
講　師：Dance Studio Cozy　奥田寛明氏
参加費：1,000円 (お茶代込み)
お申込：下記のTEL又はFAX、メールにて

【つどいの広場♪ハーモニー♪】
0～3歳の子どもさんと親ごさんで参加していただけます
日　時：月・水・木　10:00～12:00　
参加費：300円/1回（保険料含む）
お申込：下記のTEL又はFAX、メールにて

□まちの縁側育くみ隊情報
【ジネンカフェvol.024】
テーマ：活きてますか、地域の中で、あなたは？
日　時：２月８日(日)　11:30～16:30
会　場：名古屋市総合社会福祉会館７Ｆ大会議室
　　　　(名古屋市北区清水4-17-1)
◆ゲストトーク
　テーマ：個性を活かした障がい児・者支援が紡ぐ豊
　　　　　かな地域づくり
　ゲスト：戸枝陽基氏(社会福祉法人むそう理事長)
◆文化会形式ワークショップ
テーマ1　地域に一歩踏み出すため、何が必要なの？
テーマ2　私と地域(他者)、どう理解を深めてゆけば
　　　　  いいの？　
テーマ3　自分を知ろう！　地域で活きるために
テーマ4　地域の中で自分をどう活かせばいいの？
コーディネーター：村田尚生氏(愛知学院大学総合政策学部准教授)
◆カフェコンサート
シンガーソングライター・ふるもとゆうこさんが奏でる
癒しの歌声を聴きながら、カフェをお楽しみ下さい。
参加費：1,000円(ランチ飲食代込み)
コーヒー・紅茶・サンドイッチ・ソフトタコスetc…
連絡先：下記のTEL又はFAX、メールにて

■まちの縁側MOMO問い合わせ先：（担当 延藤節子）
TEL*FAX/052-936-1717　E-Mail/momo@engawa.ne.jp
※イベントはすべて「まちの縁側MOMO」で行なわれます

■ジネンカフェの問い合わせ先：（担当 大久保）
TEL*FAX/052-936-1717　E-Mail/ookubo@engawa.ne.jp
ジネンカフェだより http://blog.goo.ne.jp:80/jinencafe/


