あ る暑い夏 の日、真 っ赤に熟れたト マトさんが、

地 面に、ど ったと落ち てしま います。 ミ ニト マト

たちは小川 へ 「ころ ころぽ っち ゃん」と 飛び こん

でいき ますが 、 ト マトさ んは体が 重く て転が って

いけま せん。太 陽に照らされ ているうち に、 ト マ

トさ んは、ど んど んあ つくな ってき て……。 でて

く る擬音 語や擬態 語が と ても リズ ミカ ルで声 に出

し てみると楽 しくな ります。そ し て大 胆か つ繊細

な絵 で様 々な生き 物たちが と ても生き 生き と描か

れ ている のも特徴 です。特 にト マトさ ん の色 々な

表情 は 見ご た えが あ ります。 この本を 子ど もと読

んだ後は水遊び したく

な るはず！

なが

無責任時代
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蔵敷こども文化センター
日常の活動を「祭り」の形で表現
こども文化センターの活動をもっと知ってもらおうと、いつも実施している活動のエキスを集めての
祭り、
「こぶんフェスティバル」が開催される。当日は、蔵敷こども文化センターの活動を見守る「運営
協議会」や「菅生中学校区地域教育会議・地域教育学習委員会」のメンバーの大人たち、キッズキッチ
ンなどに参加してこども文化センターを楽しんでいる子どもたちが出店。多くの人に来てもらいたいと
意気込んでいる。ぜひ足をお運びいただき、祭りを楽しみ、こども文化センターの活動の一端を知って

い

◆1960 年代、高度経済成長時代を代表するコメデ

ようとせず、自転車に乗って逃げようとする集団を呼

ィアンに植木等がいる。「無責任」という生き方が、

び止めて「どうするの？」
「どうしなければいけない

企業戦士として邁進するサラリーマンたちにうけた

と考えようとしないの？」と問いかけた。

のだろう。
「コツコツやるやつァご苦労さん！」と言

◆そこで起こったのが「俺じゃない！」の大合唱だ。

い放ち、ゴマをすって要領よく生きてあわよくば出

「一緒に遊んでいたよね」との問いかけに、「俺はボ

世しようとのアピールは、疲弊していたサラリーマ

ールを蹴っていないから俺じゃない」という大合唱。

ンの心をくすぐったに違いない。
「無責任時代」と言

「君たちの誰かが蹴ったボールだよ。一人は俺じゃな

われるまで大流行した。

いと言えない子がいるはずだし、皆で遊んでいたのだ

◆この「無責任時代」は本当の無責任だったのだろ

から直接蹴っていなくても責任は感じないの？」にも

いただきたい。

〇こうさくコーナー
・オリジナルポストカードづくり

おなかがすいたらこれ！
のお店もあるよ♪
どん

・ミートソース丼･･･150 えん

うか。考えるに、現代の「働き方改革」に通じるも

「俺じゃない！」の一点張りだ。

のがあるのではないか。敗戦からの復興日本を目指

◆「無責任だね」といった言葉に、「俺じゃないのに

し、企業が潤えば個人の生活も潤うと懸命に働くこ

何でそんなことを言われなくてはならない」「爺さん

のび～るチーズがおいしい・たのしい！

〇ゲームコーナー

とが美徳とされていた時代。それに疲れ果て「企業

とは時代が違う」「価値観が違う」という言葉にはあ

・チーズドッグ…80 えん

・ストラックアウト

への忠心」に疑問を抱き、個人の考え方を変えて行

きれ果ててしまった。思春期で大人たちに反発し、社

さくさくジューシー

・ボールをなげて、的 に何 回 あたるかな。

こうと「無責任」という言葉を借りて「脱却」を図

会に反発して人生を模索している世代であることは

・からあげ…60 えん

ろうとしていた象徴的な呼びかけともとれる。現代

承知してはいるが・・・。

の「働き方改革」は個人で脱却を図るのではなく、

◆小学生低学年でもこうした傾向がある。友達とは何

社会的に考えようとしている違いはある。

か。仲間とは何か。直接手を下していないから自分に

・かきごおり･･･80 えん

まと

なんかい

・バルーンアートプレゼント 12:00～
しゅってん

が 出

〇おもしろステージ 13：00～

店 !!

ダンスパフォーマンス

・のみもの･･･100 えん

げ き

◆だが、現代の子どもたちに本当の無責任が蔓延し

は責任がないという考え方をもったまま、大人になり

だいにんきの

始めているように感じてならない。その象徴的な言

社会人になってしまったら通用するのだろうか。

・だがしや…10 えん～

葉が「俺じゃない！」だ。

◆爺で価値観が違うから、今の子どもたちが成長した

◆何人かでボール遊びをしていた中学生。一人の子

ときに新しい社会の価値観が形成されるのかもしれ

が蹴ったボールが勢い余ってセンターから隣地に入

ない。だが、
「俺じゃない」の価値観で形成される社

ってしまった。するとボールの行方から何とかボー

会を想像すると・・・恐ろしい日本社会がやってくる。

ルを戻そうとする努力もせず、面倒なことに対応し
４

はりえでじぶんだけのカードをつくろう！

フルーツがのってさらにおいしく！

!!
すみび

フランクにとうもろこし…炭火でやくとおいしいよ♪
し ち り ん

し ち ひ き

スタッフによる劇「七匹のこやぎ」

や

・七輪屋さん・・・10 円～

統括館長：針山直幸
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☎044-977-2577

☎044-976-0444

7 日(水) 11：00～14：00
流しそうめん＆ウォータースライダー
誰でも 40 名 210 円 4 日〆切
(雨天の場合は流しそうめんのみ開催)

1 日(木) 9：30～12：00
わんぱく生活学校事前準備③
参加申込者
2～4(金・土・日) 2 泊 3 日
わんぱく生活学校(山梨県丹波山村キャンプ)
参加申込者

8・9 日(木・金) 10：30～14：30
水遊び
無料 誰でも 定員なし
水着・着替え・タオル持参

8(木)・13(火)・23(金)日 13：00～14：30
みずあそびの日(天候・気温によって中止もあり)
誰でも 無料
水筒・水遊び用靴・着替え or 水着・バスタオル
持参
菅生こども文化センターで
開催された恒例「そうめんフェ
スティバル＆水遊び」に、今年
は約 170 名の参加者があり賑
わった。今年は、長梅雨のため
今にも降り出しそうな天気。そ
れでも気温は何とか上がり、水
遊びも十分楽しめた。残念なが
ら、前日まで降り続いた雨のた
め、毎年行われていた「ウォー

25 日(日) 11：00～14：00
こぶんフェスティバル
誰でも
※詳細は本紙 1 面をご覧ください。

おばけやしきプロジェクト
～みんなでこぶんに「お化け屋敷」をつくろう～
13 日(火)～15 日(木) 10：30～15：00
小学生 無料
お化け屋敷当日にお化け役になりたい子ども大募
集！ 君たちの発想でこわ～いお化け屋敷を作ろ
う!! センターでお昼を食べる人は昼ご飯を持参
してね。全部の時間でなくても参加は OK！

28 日(水) 15：00～16：30
ぞうさんのポケット
(ひまわりの種でブローチづくり)
誰でも 無料
30 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)

16 日(金) 10：30～15：00
おばけやしき（本番）
誰でも 入場無料
みんなで作り上げたお化け屋敷を見に来てネ！

タースライダー」の仮設作業が
できなかったため、今年は中
止。子どもたちからは「楽しみ
にしていたのに」との声も・・・。
何と言っても流しそうめん
は夏の風物詩。そして、変わり
そうめんタレの味には、今年か
らバジル・うま塩だれ味が登
場。バジル味は大評判。しかし、

家族で旅行、イベントに参加、いやいや勉

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

強を頑張るぞ、それぞれに計画を立てている
ことと思います。こども文化センターも朝の

28 日(水) 14：30～16：30
あそべば(水鉄砲サバイバル)
誰でも 無料

9：30～18：00 まで、日・祝を除いて中学生
以上は 21：00 まで開いています。思いっきり
遊んだり、みんなで勉強したり・・・利用を

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

お待ちしています。

うま塩味はオリーブの味が勝
っていて「油がきつい」「もう
少し塩をきかせて」との声があ
り、次回の課題となった。
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