「ト ム テ」は スウ ェーデ ン の農家や仕事 場に住

ん でいる小人 です。何 百年 も生き つづ け て、 そ の

家 の人び とが 幸 せにな るように守 っています。 こ

の絵本 の 「ト ム テ」は しん しんと冷 える、 真冬 の

よくわからん。」と、 つぶやきなが ら。農

夜中に、 見回りを しています。「
わ しには まだ、

ど うも

場 の動物たちや、 母屋に眠る人たち の寝顔を そ っ

と確 かめなが ら、 長 い年 月、 ト ム テは考 え てき ま

した。「
人はど こからくる のだ ろう。そして、ど こ

へいく のだ ろう。」トムテの哲学 のような疑問とは

違 いますが 、 私は、 それぞれ の家 に 一人ず つ、 い

ろんな 「
トムテ」が

いる のかな ぁ。と思

いま した。

なが
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い

◆2018 年も後わずか。平成時代にも幕が下ろされ

充実に向けてどれだけ予算が回されたのか？

る。さて、
「来年はどのような年になるやら」と思い

◆困ったことに、10 月からは税率がわかりにくい。

を巡らせつつ年賀状に取り組む季節がやってきた。

国民生活に直結する食料品などは 8％に据え置かれる

◆確実に待ち受けているのは、10 月から消費税が

という。だが、イートインで買って食べると 10％。

10％に増税されること。覚えているだろうか？ 消

キャッシュカードを使えば 5％引き。多くの国民は別

費税が導入されたころ、この税は福祉目的に使われ

に贅沢三昧しているわけではない。車を動かすガソリ

ると国民に説明されたことを。世の中、少子高齢化

ンだって、田畑を耕す肥料だって、室内の気温を調整

で子どもたちの介護負担を軽くするためと説明され

する冷暖房機を動かすのも生活に直結しているのだ。

たことを。3％が 5％、8％。そして 10％になろう

政治家は、いかにも国民に配慮しているかの如く振舞

としている。最早福祉の「ふ」の字も聞かれない。

っている。消費税率をあげる申し訳なさが滲み出てい

消費税は景気に左右される不安定な法人税に比べ

るのがプレミアム券なのだが、それも一過性のもので

て、国民が生活するにあたり必ず消費が行われ安定

使い切れば元の木阿弥だ。

した税収となるので、国のお金が無くなると消費税

◆国を支えるのは国民の義務だ。国の金がないのなら

によって賄うこととなり、どんどん増税されていく。

皆で何とかしなくてはならないとは思う。「国の赤字

◆また、国の借金はどんどん増え続けている。国民

を次世代に回して良いのか」と観念的に問う前に、円

に「国の債務を次世代につけを回して良いのか」と

借款外交の見直し、福祉制度の見直しをはじめ、アメ

言われる。だが、後進国には、良い顔をして円借款

リカンファーストならぬ「日本国民生活最優先」の理

を外交土産として未だに振舞い続けているのは何故

念のもと政策全体を見直してもらいたい。それを実現

か。世界が豊かになるのは大切だが、それは自国の

していくためにはこれだけの税が必要で、国民一人当

国民の生活が保障されての上のことではないのか。

たりこの程度の負担をお願いしたいと、消費税に頼る

◆ちなみにスエーデンの消費税率は 25％。日本より

前に説明されるべきではないだろうか。それが政治家

数段高い。だが、出産費用や 19 歳までの医療費は

の仕事と思うのだが・・・待てよ・・・政治家を選ん

無料。教育費も大学まで無料。給食も無料とのこと

でいるのは国民か・・・な～んだ、自分たちがいけな

だ。さらに、相続税もない。日本の消費税は福祉の

いんだ。

４

統括館長：針山直幸
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☎044-976-0444

☎044-977-2577

1 日(土) 13：00～15：30
すがおこども大学（鹿児島県：かるかん）
小学生 20 名 200 円 11/23 日〆切
11 月 17 日(土)、菅生こども文化センターで「星を見る会＆
ファミリーガーデン」が開催された。従前、夏の一夜を充ててい
たが、雨に当たることが多く、空気が澄み渡る初冬にと移したも
の。天気予報では「雨」だったが、当日はしっかりと晴れて上弦
の月を観測した。クレーターまでしっかりと見ることができ、
「か
ぐや姫は？」
「ウサギは？」と探す子も・・・
ワークショップでは折り紙を星型に切り、願い事を書き込む共
同作業を実施。きれいなオブジェが完成した。
ファミリーガーデンでは、夏と変わって「おでん」や「キーマ
カレー」「炙り焼売」など温かいものを中心に提供された。
こうした事業が実施できるのは、毎年ボランティアで天体望遠
鏡を持ち込んでくださる「渋谷星の会」の皆様、そして幼児クラ
ブ卒会生の保護者で構成されている「星ちぎりの会」
、
「わんぱく
リーダー」の支援のおかげだ。
「次年度もこの季節が良いですね」
と渋谷星の会の皆さん。子どもも大人も大感動した一夜だった。

かつて子ども会とこども文化センターは蜜月の関
係だった。子ども会はセンターを拠点に活動し、その
支援にセンターの職員を中心に「研修プログラム」が
作成され、指導に当たっていた。ところが、市がセン
ター職員を専門職から事務職に切り替えたことから、
そうした能力が失われ、次第に関係が薄れていってし
まっていた。
市はそうした関係を取り戻せと、共催事業を打ち立
てるようにと予算化を図り、今年度中に事業化せよと

の指導が入ったが、双方既に年度計画を立てた後で、
実施日すら合わせるのが至難な状況だった。
今回、11 月 25 日に実現。子どもたちと午前中は
シチュウとトン汁そしてパン作りに挑戦。参加した幼
児も蒟蒻を手でちぎったり、ママと一緒に油揚げを刻
んだりと奮闘。高学年は火おこしに、難しい野菜切り
にとそれぞれの力を出し合って完成させた。
午後からはミニ運動会。しっぽ取り、借り物競争な
ど楽しい半日を過ごした。

1 日(土) 13：00～15：30
すがおこども大学（鹿児島県：かるかん）
小学生 20 名 200 円 11/23 日〆切
※菅生こども文化センターで実施

２日(日) 7：30～16：00
みかん狩りバスツアー
定員に達したため〆切ました

２日(日) 7：30～16：00
みかん狩りバスツアー
定員に達したため〆切ました

4・11・18 日(火) 16：15～17：30
卓球クラブ
小学 4～6 年クラブ員 100 円/月

5・12 日(水) 15：00～16：30
ぞうさんのポケット 誰でも 無料
5 日 七輪の日
12 日 ペタペタクリスマスツリー

5・12・19 日(水) 14：30～16：30
あそべば 誰でも 無料
１日 クリスマス飾りを作ろう
8 日 スリッパピンポン
15 日 作って食べようエレケーキ

7・14・21 日(金) 16：00～17：00
だがし亭きらぴぃ
誰でも 10 円～(但し１日 100 円迄)

6・13・20 日(木) 15：３0～16：30
居菓子屋「ぶん」
誰でも 10 円～(但し１日 100 円迄)

15 日(土) 14：00～16：00
Kids キッチン（ブッシュドノエル）
200 円 小学生 20 名 要申込 〆切 12 日

12(水) 15：00～16：30
おやつづくりクラブＣ＆Ｅ(小籠包)
3～6 年クラブ員 170 円

13 日(木) 10：30～11：30
こぶんらんど(クリスマスリース作り)
幼児とその保護者 無料 当日ご参加ください
※地域子育て支援センターすがおで実施

14 日(金) 10：45～11：30
がおがおらんど（かわちゃんサンタと遊ぼう）
幼児とその保護者 無料 当日ご参加ください

19 日(水) 15：30～16：30
忍者駆羅武
小学生 無料

14 日(金) 15：00～16：30
やさしいおやつづくりクラブ(ﾎﾞｽﾄﾝｸﾘｰﾑﾊﾟｲ)
1・2 年クラブ員 150 円

1 月 6 日(日) 11：00～13：00
おもちつき大会
誰でも 各種２個入り 50 円 要申込〆切 28 日

22 日(土) 11：00～13：00
もちつき大会
誰でも 200 円 要申込 〆切 17 日
詳細は 1 面参照

2019～2023 年度

菅生・蔵敷こども文化センター、菅生・犬蔵・稗
原小学校わくわくプラザは、当法人「ＮＰＯあかい
屋根」が管理運営に当たっています。この度、切り
替えの時に当たり、続投の内定をいただきました。
今後とも地域の皆様にとりまして無くてはなら
ない施設としていけるよう、地域の皆様のお声を聴
きながら鋭意努力をしてまいりますので、よろしく
御指導、御鞭撻のほどお願い致します。(職員一同)

22 日(土) 10：00～15：00
ＯＮＥぱーく（もちつき＆プレゼント探し）
２～6 年 200 円
３年生以上は定員無し 〆切 17 日
もぐもぐ亭 12 月はお休みです。1/25(金)白身魚
のムニエル定食となります。

2

指定管理者続投
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