夢♪交響楽
〜お天気にも恵まれ大盛りあがり。初参加の子も続々と！〜
6 月 20 日（日）に「夢♪交響楽（ドリームシンフォニー）
〜本日はおんがく日和〜」を川崎市子ども夢パーク内特設野
外ステージにて開催しました。このイベントは、ふだん夢パ
ークに遊びに来ている子どもたちが主役になってつくりあ
げていくコンサートです。2005 年にスタートして、今年で 6
回目になりました。
毎年、梅雨時期に開催するので、これまでもほとんど野外
ではできず、屋根のある全天候広場に急遽ステージを組むこ
とが多かったけれど、今年は誰かの？みんなの！？行ないが

ょっぴり緊張します。参加しよう！と思うのは意外と勇気が

よかったおかげか、雨予報をもくつがえし、お日さまのもと

いるもので、自分の中で何かを越えないと参加できないんだ

めでたく野外ライブをすることができました。

よね。越える時間は人それぞれ。パッと入れる人もいれば、

もちろん、えんのメンバーも、おなじみのフォルクローレ
で毎年参加しています。このドリシンは、夢パークで開催す

ずっとみんなの練習を気にしているけど、なかなか入ってこ
られない人もいます。

るので、えんのメンバーにとってはフォルクローレライブの

そんな時、ドリシンはいいチャンス。
「大丈夫だよ！一緒

登竜門的存在となっています。今年もこのイベントをきっか

にやろうよ！お客さんも温かいから楽しいよ〜♪」そんな声

けにデビューした人たちが

にのせられて、初舞台しちゃおうかなと思う人たちも多いの

何人かいました♪

です。「やる！」と決めたら、みんな真剣。誰かに何かを言

えんではいつもフォルク

われているわけでもないのに、前日も長い時間、自分たちで

ローレが流れています。たい

集まって自主練習。楽しくて、嬉しくて、仕方がないって顔

ていの人は馴染みのない南

で練習していました。そんな新人さんの新鮮な表情につられ

米の音楽。それを普通に弾き

て、長年やっている子も初心に帰り、練習しているみんなの

こなす先輩たちの姿に、興味

顔はキラキラしていました。

をひかれている子は少なく

新しいメンバーを加えた本番は大成功。お客さんから思

ありません。そして、ここに

いがけずアンコールをもらって、最後まで思いきり演奏し

は強制はありません。だから

ました。イベントの最後には、ラスターウインドアンサン

こそ、
「仲間に入れて」と最

ブル（吹奏楽）の軽快なリズムに合わせて、お客さんも出

初の一歩を踏み出すのはち

演した人も一緒に歌や踊りで大盛りあがりでした♪（あや）

た ま り バ ラ エ テ ィ
岡本太郎美術館

藍建て・ 藍染め

5 月におとなり多摩区にある岡本太郎美術館に行ってきま
した。美術館のある生田緑地には、広い敷地内に、410 万個

畑の藍がぐんぐん伸びてきました。7 月は楽しみにしてい
た生葉染めの季節です。

の星を映すプラネタリウムが設置された青少年科学館や、日

藍の葉を布にのせてトンカチでトントンたたくと葉脈ま

本有数の民家園もあって盛りだくさん！毎年初夏にお弁当

でくっきり布に写しとれます。夢パークにも小さな藍畑があ

を持って出かけ一日ゆっくり見て回る、みんなのお気に入り

るので、ぜひやってみてくださいね。

のスポットです。美術館では作品を見るだけでなく、岡本太

5 月には、春の恒例行事である「藍建て」をしました。｢藍

郎デザインの椅子に腰かけたり、ビデオをみたりしながら、

建て｣とは、藍の葉を醗酵させて作った藍のすくもに、灰に

パワーあふれる岡本太郎の世界を、肩ひじ張らずに楽しみま

お湯を入れて一晩寝かせた上澄み液をまぜ、毎日かきまぜて

す。
「これって何が描いてあるのかな」「きれいな色！」
「こ

藍の染め液をつくることです。なんと、今年で 5 回目です。

れカワイイ」
「オレこいつが気に

今年は今までで一番良い感じ。

いった〜」なんてわいわいと言

毎日のように子どもや若者た

いながら、小さい子や若者、大

ち、お母さんたちが藍染めをし

人が交ざり合った一団が、思い

ています。

思いのペースで館内を歩き回っ

今染めている藍の T シャツ

ている様子はなかなか微笑まし

や手ぬぐいは、6 月 30 日(水)

いものです。ひとつだけ残念な

〜7 月 4 日(日)に「たまりばー

のは 3 年続けて雨に降られてし

る」で開催する｢藍染め展｣で展

まったこと。来年行く時は、晴

示販売します。みなさんぜひ来

れるといいな！（ハイホー）

てください！（たかこ）

2009 年度活動報告会

畑の日々

6 月 12 日（土）、NPO 法人フリースペースたまりば・フリ

「フリースペースえん」では、夢パークの一部を使って農

ースペースえんの 2009 年度活動報告会が行なわれました。

作物の栽培・収穫を行なっています。今年の春は、ナス、プ

約 40 人の会員が出席し、
「たまりば 2009」の DVD 上映で活

チトマト、キュウリ、マクワウリ、シシトウ、サヤエンドウ、

動を振り返り、収支決算報告や来年度の計画と予算について

ジャガイモ、オクラ、ニラ、バジル、サツマイモ、アイ、ワ

話し合いました。昨年より保護者の方の出席も多く、依然と

タなど、たくさんの苗を畑に植えました。

して厳しい財政面の話や夢パークの次期指定管理者への申

晴天の日には、水浴びを兼ねて「水まきチーム」が大活躍。

請についての話など積極的なご意見が寄せられました。また、

雲ひとつない空に虹が出現する時もあり、小さな幸せを感じ

子どもたちからも「えんにあるマンガやゲームを全部売って

るひとときです。少し前までは、たくさんのサヤエンドウが

活動費にしよう」などの意見もでて、会員のみんなや保護者

実り、毎日収穫して昼食で食べました。そろそろ、真っ赤な

の方たちから「えん」を大切に思い、知恵を出し合い、力を

プチトマトが収穫されます。

合わせて支えていこうという想いが伝わってきました。

今後も、農作物の成長を見守

終了後は、
「たまりばーる」

りながら、「おいしいね、うれ

で交流会。おいしい料理を囲

しいね、たのしいね」を味わっ

みながら、子どもも大人も一

ていきたいと思います。そんな

緒に、賑やかで楽しい時間を

毎日を過ごしている「えん」に

過ごしました。
（ダイスケ）

遊びに来てください。
（ゆうき）

「えん」で行なわれている講座を紹介します

すみえさんと歌おう♪

連続講座①

ボンボを小股に抱え（？）、ミツキが｢サリリ
新緑の風と歌声がさわやかに通りぬける昼下がり。今日は、月に

パヤ｣と叫 ぶ。「バーモス」とみんなが応え、

1 度の「すみえさんと歌おう」の講座の日です。講師の桜井純恵さ

演奏が始まった｡ドリシンのオープニングをか

んの豊かな経験とていねいなレッスンから講座を楽しみにしている

ざった｢ロスえんクエントロス｣には、新 しい顔

メンバーも多くいます。

ぶれがたくさん。練習を始めて間もないキョウ

今は「COSMOS」という生命の尊さをテーマにした合唱曲を歌っ

ヘイやカズミのサンポーニャ、真ん中でケー

ています。まずはみんなで主旋律を歌い、そのあとハモリに挑戦す

ナを吹 くツカサ、リズム隊 長 のタケル。午 前

るメンバーと一緒に声を重ね合わせ、1 つのハーモニーを作ってい

中に用事があったカイトも途中から駆 けつけ

きます。
「みんなと歌い、人の声を聞くことも大事。また、自分の歌

て、ボンボをたたいて軽快なリズムを刻む。

う声に耳を傾けることは自分

梅雨の合間にお日さまが顔を出し、絶好

自身を見つめなおすことにつ

の野 外 音 楽 祭 日 和 。特 設 ステージの横 断

ながっていく」と桜井純恵さ

幕が風で揺れる中、次々に小中学生のグル

んは言います。

ープが登壇する。小学生のころ毎日のように

みんなの歌声は毎年 3 月に

プレーパークで泥んこになって遊 んでいたイ

行なわれる「たまりばフェス

マちゃんやショ ータたちも、ダンスやＰＡ（音

ティバル」で聞くことができ

響）などで活躍。近所の小学生 4 人組は自

ます♪

称「パンクフォーク」グループを結成。手足を

桜井純恵 （さくらい すみえ）ソプラノ歌手。川崎市高津区

包帯で巻き、サングラスをかけて登場し、ギ

在住。高津区文化協会理事、市民文化パートナーシップかわ

ターにあわせて歌う姿はなんともかわいい。
あたりを見渡すと、全天候スポーツ広場で

さき会員。オペラ、オペレッタ、ミュージカルなどの舞台の

は、10 数人の女子高生が鏡の前で踊ってい

他、TV、ラジオ多数出演。ピアノ・声楽・リトミッ ク 講 師 。

る。プレーパークでは新しく掘ったばかりの井
戸の水を使って、ウォータースライダーで遊
ぶ子どもの群れや、焚き火をしながら体を乾
かす子どもたちの姿が目に飛び込んでくる。
★ 今、夢パークにある手づくりウォータースライダーで流行っている滑り技の 1

気がつくとこの日の来場者数は 500 人を

つをご紹介。 その名も「神 曲名 水（しんきょくめいすい）」！！これ はどれだけ波

超えていた。一人ひとりの子どもたちは、まぶ

音を立てず、荒らさずに滑るかの技。体育座りしながら水にあたる瞬間に足でブ

しいくらいにいい表情をしている。面白さと手

レーキをきかせます。技は 30 種類ほどあり、まだまだ開発中らしい♪ （まちこ）
．．
．．
★ ある日の「おはスタ（おは ようスタ ディ）」は、リレー物語作り。「朝、起きたら水

ごたえをつかんだ次世代(?)のフォルクローレ

道の水が出なかった。」から始まって、1〜2 行書いたら次の人へ。また、1〜2 行書

練」に励んでいる。こうして育っていくんだなぁ

いたら次の人へと、どんどん回していく。泉に行き、女神に会い、その女神の正体

と実感する日々。

は！？今や話はどんどんふくらみ、第 2 章に突入。結末やいかに！

（ノブコ）

メン バ ーは 、ド リシ ン 終 了 後 も、連 日 「自 主

フリースペースと冒 険 遊 び場が隣 接 する

★ 6 月の昼下がり、夢パーク線路際にある梅の木に、良い感じになってきた実を

夢 パークを訪 れた視 察 ・見 学 者 は、昨 年 １

取りに。背の高いヒロシくんの活躍で大きなカゴに 2 杯強の小梅がとれました。熟

年間で 200 件を超えた。子どもたちが「やっ

した実は赤味 がかってとてもきれいです。落 ちて少し傷ついた実はジャムに、も

てみたい」と思うことに挑戦できるこの環境を、

いだのは梅ジュースにしていただく予 定。もちろん、不潔厳 禁！甘 酸っぱくて梅

皆で力を合わせて、これからもつくり続けてい

の香りがステキな真夏の梅ジュースはみんなの大好物です。

きたいとあらためて思う。（西野博之）

（みよし）

連載 毎日新聞『きっと、だいじょうぶ。』

インフォメーション

4 月 11 日から隔週日曜日に、西野博之がコラムを連載中。

★詳しくは事務局まで★

インターネットでも読めます。

「ホームレス問題・襲撃事件を考える」

フリースペースって、どんなとこ？
フリースペースって、どんなとこ？

〜シリーズいのち公開講座〜
７月 3 日（土） 14：30〜16：30 「えん」
講師：北村年子さん（フリージャーナリスト）

じゃがいも掘りと収穫祭
〜県と JA セレサ川崎と NPO との連携促進モデル事業〜

「不登校」「ひきこもり」の子ども・若者の
「不登校」「ひきこもり」の子ども・若者の
居場所づくりについて、画像をまじえて
居場所づくりについて、画像をまじえて
「夢パーク・フリースペースえん」の
「夢パーク・フリースペースえん」の
活動紹介と質疑応答・相談などの意見交換を行ないます。
活動紹介と質疑応答・相談などの意見交換を行ないます。

7 月 9 日（金） 集合 9：45 「夢パーク」

第3回 7月24日（土）
7月24日（土）10:00〜12:00
第3回
10：00〜12：00

バスに乗って、セレサモス近くの畑でじゃがいも掘り。その後、黒

第4回 9月11日（土）
9月11日（土）10:00〜12:00
第4回
10：00〜12：00

川青少年野外活動センターに移動して、採れたてのじゃがいも

（原則として、各回とも同じ内容です）
（原則として、各回とも同じ内容です）

や野菜をみんなで食べよう！＜要連絡＞

夢パーク夢パまつり７周年記念〜水あそびスペシャル
7 月 19 日（月・祝） 11：00〜16：00（夢パークは 19：00 閉所）

対象 対象フリースペース（居場所）の活動や、
フリースペース（居場所）の活動や、
不登校・ひきこもりについて関心のある方
不登校・ひきこもりについて関心のある方

＊21 日（水）「えん」は夢パまつりの代休です。

会場会場 川崎市子ども夢パーク内「多目的室」
川崎市子ども夢パーク内「多目的室」

夏の恒例イベント。「レインボー商店街(飲食などの模擬店)」や

資料代資料代
500円500円（要予約・先着20人まで）
＜要予約・先着20人まで＞

飛び入り参加も大歓迎のミニステージ「登龍門」もあるよ。今年
のプレーパークには何が出現するかな！？ お楽しみに。

八丈島合宿

思春期懇談会

7 月 26 日（月）〜7 月 31 日（土）船中で 1 泊します。

アドバイザー：長谷川

参加費：大人 32,000 円 小学生以下 25,000 円

イベント出店
★フリースクール・フリースペース・フリーマーケット

（白梅学園大学子ども学部教授）
第3回

9 月 18 日（土） 神奈川県青少年サポートプラザ

8月28日（土）14:00〜

第4回 10月16日（土）14:00〜

★雑居まつり
10 月 10 日（日） 世田谷区・羽根木公園

★多文化フェスタ

対象

思春期の子どもをもつ保護者

会場

高津区役所 保健ホール

参加費

10 月 23 日（土） 溝の口ノクティ２屋上

俊雄さん

500円 ＜要予約・先着20人まで＞

ご支援いただきありがとうございます（2010.5.11〜2010.6.9）
NPO 法人フリースペースたまりばに、応援会員として会費を入金してくださった方、カンパをいただいた方のお名前です。
（敬称略・順不同。希望されない方は掲載しておりません。なお、掲載もれなどの不備がございましたら、事務局までご連絡ください。）

金山藍、中川裕子、金子大地・麻子、山田裕子、細谷加代子、村上信雄、山田恵理子、竹内太郎、長敬弘、門田啓子、
毛井海渡、田辺待子、高藤光津子、金子美保、児島順子・満仲人、高田裕子・智子、荻村哲朗、米田佐知子、井上由美、
岡本恵子、「ままや」代表平田ゆかり、天野秀昭、瀬下幸子、NPO 法人ぐらす・かわさき、中村公一、野口のぶ子、神辺朋子、
菊地晃彦、おおまきちまき、勝瀬伊津子、小野美奈、熊谷裕子、長谷川信儀、西野博之、能條申子、愛甲香織、友兼大輔、
佐藤有樹、榎戸貴子、鈴木綾子、辰己真知子、光冨真希子、三好洋子、山下美智代

応援会員募集中!!
フリースペースたまりばの活動のためにあなたのお力が必要です！
月払い会員、年払い会員、個人会員、団体会員など各コースあります

振込先→郵便振替口座 ００２００-２-５７３８２ 特定非営利活動法人 フリースペースたまりば
※他金融機関からも入金できるようになりました。口座番号は↓※

〇二九(ゼロニキュウ)店

(０２９) 当座 ００５７３８２

詳しくは事務局まで TEL 044-833-7562（光冨）

応援会員募集中!!

