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ＭＯＭＯにっき

大久保康雄の風の記憶

ジネンカフェ

ぐるりのこと。

つどいの広場♪ハーモニー♪開設！

心温まる映画を観に行ってきた。橋口亮輔監督の
『ぐるりのこと。』美大を出てから靴直しを職業にし
ていたカナオは、ＴＶ局に勤める先輩に誘われ、法廷
画家になる。一方妻の翔子は美大を出て、出版社に勤
めるキャリアウーマン。ふたりで決めた約束を守らな
いカナオに翔子は怒り、決めたことはきちんとしよう
よ…とカナオに詰め寄る。どこにでもある夫婦の光景
だ。

この度、「特定非営利活動法人まちの縁側育くみ隊」主催のもと、「まちの縁側MOMO」にて「つどいの広場♪
ハーモニー♪」を開設する運びとなりましたので、ご挨拶申し上げます。
関係者各位様には、名古屋市子ども青少年局管轄の「なごやつどいの広場事業」はご承知と存じますが、東区に
おきましてもつどいの広場を開設するため、今年6月から実行委員会を立ち上げ準備を重ねてまいりました。
開設にあたり、０歳から３歳までの子どもとその親・祖父母が気軽に集える居場所として、情報交換を基本に、
地域で助け合える関係性を創る、楽しい広場を目指していきます。
つきましては、関係者各位様にご指導いただきながら、東区内での子育て支援団体とも連携していきたいと考え
ております。どうぞご理解・ご協力よろしくお願いいたします。

★9月7日のできごと
風穴一座の紙芝
居、西田くんのギ
ターの弾き語りに
続いて、ナンづく
りが行われました。
くれよんＢＯＸの
井上ご夫妻による
「ヨーロッパ紀行」
宮崎貴文さんによる「星ヶ丘紀行」の電子幻燈会が行
われ、ヨーロッパと日本のバリアフリー対応の比較が
なされ、気温とともに 参加して下さった人々の熱気
とで暑かったＭＯＭＯの一日は暮れてゆくのでした。

朗読と古楽器が紡ぐひととき
★9月13日のできごと
残暑厳しい秋の
１日、地域にお住
まいの山田あき子
さんの朗読に柴信
次さんによる古楽
器リュートの演奏
でＭＯＭＯはいっ
とき夢の世界に包
まれたようでした。
芥川龍之介｢蜘蛛の
糸｣の朗読には改め
て作品の素晴らし
さを感じ…
途中、みなさん
で｢小さい秋みつけ
た｣を歌いました。古楽器リュートの伴奏でうたを歌
うなんてこんな機会はめったにありませんよね〜

まちの縁側MOMO（マチノエンガワ モモ）
秋の風がまだまだ青々し葉に当たり、季節の変わり目を感
じられる縁側。
まちの縁側MOMOブログhttp://86862469.at.webry.info/

やがてふたりに子どもが授かるが、その子どもは死
産であった。自責の念と、哀しみの感情を露わにしな
いカナオへの不満から精神の均衡を崩してゆく翔子。
その妻の姿に戸惑いながらも、すべてを受けとめ、支
えてゆこうとするカナオ。ある嵐の晩、カナオが家に
帰ってみると、窓際で雨に打たれながらじっと夜の闇
を見つめる翔子の姿があった。感情的になり、カナオ
に殴りかかる翔子。それを全身で受け止めるカナオ。
翔子がカナオに訊く「どうしてこんなわたしと一緒に
いるの？」「わたしが死んだら悲しい？ 残念？」カ
ナオが朴訥という感じで答える。「翔子が好きやから
一緒にいるんや。一緒にいたいんや」「翔子がいなく
なったら、どうしてよいのかわからんようになる。困
る…」それから翔子の病は快復に向かってゆく。

静かな映画である。事件はたびたび起きるが、それ
は生活していれば誰でもが日常的に遭遇したり、見聞
きしたりする類のものである。つまり華やかさはない
けれど、見終わったときに温かいものが胸の底から湧
いてきて、〈幸せとは、どんなことが起きようが大切
な人と一緒にいられることなんや〉と改めて感じさせ
てくれる作品であった。

つどいの広場♪ハーモニー♪実行委員会
代 表 延藤節子（まちの縁側MOMO主宰）
事務局 明石雅世

e go!
Here w
「今日はなにをしようかな？」って思ったら、
つどいの広場♪ハーモニー♪に来てみませんか？
ちょっと来て、自由に遊んで、
集まった親子と、ハーモニースタッフと
おしゃべりしながら、すごしてみませんか。

●「つどいの広場」ってなに？
1. 子育て中の親子のつどいの場の提供
2. 子育てに関する相談・援助の実施
3. 地域の子育て関連情報
4. 子育てや子育て支援に関する講習会
などを行ないます。
気軽に立ち寄れる親子の居場所としてご活用ください。

開設日：平成20年10月6日（月）より
毎週 月・水・木 曜日
午前 10:00〜12:00
※祝日はお休み
※午前8:00時、気象警報発令の時はお休み
会 場：まちの縁側MOMO
対象者：0〜3歳のお子さんと親・祖父母
料 金：子ども1人 300円
※2人目からは1人につき200円

●「つどいの広場」内でのお願い
1. 持ち物は各自必要なものをお持ちください。
（おむつ、水筒、ミルク、タオル、ゴミ袋など）
2. ゴミは各自お持ち帰りください。
3. 駐車場はありません。

事前にお申込みが必要です。
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

お申込み先：まちの縁側MOMO
TEL/FAX 052‑936‑1717
受付時間：毎週火〜金・13:00〜17:00

※つどいの広場♪ハーモニー♪は、平成20年度なごやつ
どいの広場助成事業です。

□ 錦二丁目まちのデザイン塾
講師に学びながら、触発された思いをカルタに表現す
る、まちのデザイン塾。１０月は「地権者の想いを生
かしたコーポラティブ住宅をしかける」をテーマに、
杉山昇氏（NPO都市住宅とまちづくり研究会理事
長）をお呼びします。（【場所】夢目的施設本丸４階
セミナー会場）地権者も住み手（になりたい人）も専
門家も学生も・・・見のがせないテーマのデザイン塾
に多数ご参集下さい。
ＷＥＢも随時更新中！ぜひご覧下さい。

□まちの縁側MOMO情報
【秋のハンギング】
日 時：10月10日（金）10:00〜12:00
参加費：2,500円（10名程度・要予約）
お申込：下記のTEL又はFAX、メールにて

■錦二丁目まちづくり
（錦二丁目まちづくり連絡協議会ホームページ）
http://www.kin2.bpl.jp/index.html

【手作り楽しもう会】
日 時：10月17日（金）24日（金）10:00〜12:00
参加費：700円（お茶代込み・材料費は実費）
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！】
日 時：10月14日（火）11:00〜12:00
参加費：500円（20名限定）
お申込：下記のTEL又はFAX、メールにて

【「昭和の名古屋の上空から」写真展】
日 時：10月28日（火）〜11月7日（金）
協 力：（財）名古屋都市センター

■まちの会所問い合わせ先：（担当 名畑）
TEL*FAX/052‑201‑9878 E‑Mail/info@engawa.ne.jp
錦二丁目まちづくりHP / http://www.kin2.bpl.jp/index.html
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□まちの縁側育くみ隊情報
ジネンカフェの情報がいっぱい！
【ジネンカフェvol.020】
ジネンカフェだより
テーマ：共に生きるって?
できました！
日 時：10月4日（土）14:00〜16:00
会 場：くれよんBOX
ゲスト：浅井志朗さん

□まちの縁側MOMO

日

E 名古屋→台湾へ E 台湾大学講義
E 台湾大学レクチ
ャー

どんぐり広場会場
・こまのおっちゃんの コマのサーカス
藤田由仁さん（日本独楽博物館 館長）
※コマの販売もあります
・なつかしのカレー・石窯焼きナン
カレーとナンセット：500円
カレーとごはん：大450円/小300円
※どんぐり広場に石窯が手作りされます
・おたのしみ音楽演奏会 10:00〜
・昔話（パネルシアターと絵本） 14:00〜

■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/
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【なつかしくって、あたらしい
昭和・エンガワ・ショー（文化のみち企画）】
日 時：11月3日（月/祝）9:30〜15:30
企 画：まちの縁側MOMO会場
・「昭和の名古屋の上空から」写真展
・「城下町名古屋発展講談絵巻」DVD上映
11:00〜 12:00〜 13:00〜 計3回
※協力：（財）名古屋都市センター

■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

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

月

【しつらいのテーブル−くらしの器と秋のごはん】
「くらしの器」展
日 時：10月15日（水）〜24日（金）13:00〜17:00
「秋のごはん会」
日 時：10月19日（日）18:00〜20:00
講 師：大熊智子さん（ごま食堂）
参加費：2,500円（1ドリンク）
2,800円（2ドリンク）合わせて20名限定
※お飲みいただいたカップはお土産となります
お申込：下記のTEL又はFAX、メールにて
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