2018年
暑い！でも、子どもたちは元気です。
蒸し暑い日々が続きます。
でも、拠点である
「たつみファクトリー」
には、
明るい声が響いています。
今回は、春の活動をご報告させていただきます。
CPAOつうしん［第6号］
自然と親しもう
CPAOは、子どもたちに自然と触れ合う
機会をと、
いろんな場を設けています。
和
歌山県橋本市にブランチ
（支部）が出来
たこともあり、
自然と親しむ機会が増え
ました。
3月2、3日(金・土)
いつもお世話になっている、はしもと里山学
校さんのフィールドで、CPAO専用の畑をお
貸しいただけることになりました！畝立て、堆
肥づくりなど、丁寧に教えていただきながら
行いました。
4月22日
（日）
はしもと里山学校へ遠足。初参加の親子も。
「山とか川とか初めてで、昨日から家でも大騒
ぎ。今朝も5時にはもう起きてたんですよ〜」
と4歳の女の子のお母さん。
5月3～5日
はしもとブランチを拠点に、恒例となったGW
ツアーを行いました。
5日(金)は、眠い目をこすりながら起きてきた
子どもたち。
「 今日はどろんこオリンッピクや
で！」
というと
「おっしゃー！」
とやる気満々。
都会っ子だから、泥を敬遠すると思ったので
すが、心配は無用。昨年は怖いと入れなかっ
た子、足をつけるだけだった子も、髪の毛まで
泥だらけで、
はしゃいでいます。
6月1～3日
2泊3日、小学校低学年までの子どもたちを中
心に、
はしもとブランチでのお泊まり会（週末
自然体験ツアー）。3日は、車で1時間の海南
市で海釣りを。
すぐに飽きてしまうかと思いきや、楽しい、楽
しいと集中して続けていました。
気づくとお昼を過ぎ、
ランチを食べて、浜辺に
移動。
びしょびしょになりながら、
ヤドカリを捕まえ
たり、
貝ひろいをしたり。
大満足したようです。

NPO法人CPAOとは

【CPAO】 しーぱお
［C＝Child・子ども┆ PAO=包む・家］

子どもには「自分で育つちから」があります。そ
のちからを様々な原因で奪われている子どもた
子育ちを
サポート！ ちがいます。私たちは同じ思いを持っていらっ
しゃるかたがたと共に、
「子どもの育ちをサポー
ト」
できる社会を目指し、
活動を続けています。

進級進学就職イベント&
スプリングツアー
3月31日
（土）
賞品をかけてのミニゲーム
大会。
みなさんからお心寄せ
いただいた文房具や雑貨を
景品に。みなうれしそうに、
ゲットした景品自慢してくれ
ました。
4時からはお料理コンテスト。
チームに分かれ、
一生懸命に
作ってくれていました。
サーモンの生春巻き、
ミートローフ、
お野菜たっぷりのサ
ラダにホットケーキとパウンドケーキ。食べてみるとどれ
も美味しくて甲乙つけられません。
そのままファクトリーに1泊。翌日には、はしもとブランチ
へ。親せきの家にいるかのようにのんびり過ごしていまし
た。
ひらひらと風に舞う桜を見ながら子どもたちの楽しそ
うな声を聞いていると、
「ああ、平和だなぁ…」
と。

［月1お父さんプロジェクト］
のご報告
3月31日
（土）
長く続けている
「月1お父さんプロジェ
クト」
を行いました。
2人の子どもたちは会うのが待ち遠し
かったようで、さっそくゲームや学校
の話に夢中。
「ごはんどうする？」
と聞くと、2人とも
「ラーメン食べたい！」
ラーメン屋へ出かけ、
帰ってシャワーを浴びたらもう22時。
「ちょっと夜更かししてええやろー？」
と毛布にくるまりな
がら、
ずーっとしゃべっていました。
今回の2人は共にシングルマザー家庭の子どもだったこ
ともあり、夜中にラーメンを食べに行くなんてこともあま
りなかったようす。
なんのことはない、近所の親戚でのお泊まりのような時
間。今までの子どもたちとの関係性がある上でのことです
が、
日頃の活動時のようなたくさんの人数ではなく、
自分
と向き合ってくれる時間を過ごせるのが、
この
「月1お父さ
んプロジェクト」
です。
「最後におなかいっぱい食べさせられなくて、ごめん
わたしたちの活動 2013年5月24日、
ね。」といった遺書のようなメモを残し、大阪市北区で発見された母子の変死事件。わたしたち
は、翌日から子ども支援関係者と共に活動を始めました。聞き取り調査や夜回りなどを行い、
数多くの精神的にも経済的にも厳しい状況に置かれ、孤立した親子らと出会い、
「まずは、ごは
ん！」を中心に、子ども一人ひとりのニーズに応えながら活動を展開しています。
今、
「子育ちの社会化」を実現させるため、実践は「NPO法人CPAO」
・政策提言
は「大阪子どもの貧困アクショングループ」が担い、両輪で活動しています。

Diggin' CPAO 静かにスタート！
5月23日
今日は、子どもたちとの活動
はお休みですが、新たなプロ
ジェクトがプレスタートしま
した。親御さんもふくめ、一
人ひとりの得意なこと。好き
なことで、なりわいを作って
いけないかと考えています。
人手が足りなく納期もない
作業を頼めないかというお
母さんからの依頼。
よし、
じゃあみんなで助けようと。何かを作る
のが得意なお母さんたちが多く、作業は進みました。
「子どもは親だけで育てなくていい、
みんなで、社会で育てよう」
と
して、試行錯誤してきている私たちですが、
「自分のやりたいこと」
も一緒です。
それぞれ自分のやりたいことをともに掘っていける
（=Diggin'）
環境を作ろうと、新たに立ち上げたのが
「Diggin' CPAO」
です。
子どもたちは音楽が大好き。
ピアノ部もギター部も意欲満々。本
も大好き。手芸や折り紙や絵も大好き。
そんな子どもたちのチカ
ラを発信していけるレーベルとしてもDiggin' CPAOは着々と準
備中です。

「本づくり」
のご報告
今年５月で活動をはじめて丸５年と
なります。
楽しいワクワクする企画ができまし
た！今年夏頃には、
いよいよ本を出版
させていただく予定となりました！
今年１月から、
まず子どもたちと準備
を始め、二度、三度と、みなでチカラ
を合わせ、使用する写真の撮影会も
行いました。

スタッフ・ボタンティアの声
私にとってのCPAO
毎週、
木曜日CPAOの食事作りに関わらせていただいていま
友岡 雅弥

す。
私とCPAOの繋がりは不思議なものです。
代表の徳丸さん
が前職のNGO で関わっておられた
「国内の子どもの貧困」
「東

日本大震災における子どもたちの課題」
についての、
分厚い報告書を、
仕事など
の参考に使わせていただいていたのです。
いつも当事者の声からスタートされているなと、
かなり影響を受けていました。
ずっと東北に通っていましたので、
ひといきついた昨年の春ぐらいから、
木曜

CPAO調理チームからのご報告

日の料理をお手伝いさせていただいています。
「贅沢ではないけど、
手間ひまがかかったものを」
と、
東北などで知り合った

5月12日(土)
小さい子たちが多い活動日とな
りました。ランチを食べ、土曜日
では恒例となりつつあるシネマ
部の活動。
映 画のあとには、新しくできた
「図書部」
の活動です。
まだうまくお話ができない小さい
子たちもいます。
けれど少しずつ
ですが、言葉がでてきて、絵本に
も興味をもってきて、
とても楽し
そうに聞いていました。
これから
も、
続けていきたいと思います。

方々から丹精込めた食材を届けてもらい、
それに一手間かけて、
子どもたちに提
供しています。
いろんな人のちからで、
僕は、
私は生きていける、
ということを、
確信できるよう
に、
それとなく、
押しつけがましくならないように、
献立や味付けを考えています。

震災の報告
6月18日7時58分
子どもたちが登校の準備をしているときに、大きな地震が。
たつみファ
クトリーに来ている子どもたちのご家庭は大丈夫だったのですが、箕
面、高槻や茨木など、
つながっているご家庭が、
かなり被害を受けてし
ます。状況の確認とともに、皆様からお送りいただいた支援物資を届
けています。

▷▶“夏休みにむけて”
いよいよ夏休みが迫ってきました。給食のない夏休みをどうささえるか、大きな課題でもあります。
さらに、
成長する子どもたちを支える新事業も計画しています。
また、
ご協力を今後ともよろしくお願いいたします。

寄付による支援のお願い
CPAOの活動は、皆様のお心寄せに支えられています。子どもたちをサポートするためのご寄付をお願いします。
（個人情報は、
「CPAOつうしん」
の郵送など、本法人の活動目的にのみ利用するものとし、
その他の目的には利用しません）

［銀行振り込みの場合］
三菱UFJ銀行

生野支店

［クレジットカードの場合］
普通預金

口座番号：0 1 3 5 8 7 1
口 座 名 ：エヌピーオーホウジンシーパオ
振込手数料は大変恐縮ですがご負担頂けますよう
お願いいたします。

CPAOではクレジットカード決済による
寄付を受け付けております。
携帯・スマートフォンの場合はQRコードへ→
PCからは下記URLへ↓

http://cpao0524.org/wp/archives/445

お手数ですが・ご寄付金額・お名前・ご住所・メールアドレスを「 kanri@cpao0524.org 」まで、お送り下さい。

