
　ここ数年、フォロは向かう先が定まりきらず、
曲がりくねった道を来ていましたが、とうとう分
かれ道に立ちました。うねうねしているあいだに
も、うすうすわかっていたことでしたが、コロナ
禍が追い打ちをかけ、もはや蛇行していられなく
なりました。しかし、前に道があることだけはた
しかです。これからどのように進むかは、役員や
スタッフのカラーと、フォロにつながるみなさま
の寄せてくださる思いがかたちづくっていくのだ
と思います。
　そんななかにあって、私中嶋千賀は、前任の山
下耕平から事務局長の職を引き継がせていただく
ことになりました。フリースクールを取り巻く社
会情勢の変容や、コロナ禍による経済状況の悪化
などにより、なかなか厳しくはありますが、微力
ながら力を尽くせたらと思っております。そし
て、この岐路を進む足がかりとしたく、お知らせ
が 4 点あります。

①緊急カンパと場所の提供のお願い（別添）
 
②フリースクールの入会金を無料に（2p）
　財政がピンチにもかかわらず実施するのは、厳
しい状況だからこそ、ひとりでも多くの子どもに
出会うためです。

③「親子会員」の新設（2p）
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道の先へ

④大阪市中央区「ネグレクト児童等への寄り添い
サポート事業」との連携（2p）

　これから先、みなさまのお知恵を頂戴し、でこ
ぼこ道や坂道、けもの道でもおもしろく進んでい
けたらと感じておりますので、お力添えのほど、
どうぞよろしくお願い申し上げます。

（中嶋千賀）

ビリヤード！（6/15）

カップケーキ作り（6/17）
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　梅雨のジメジメと夏の暑さのなか、フリース
クールのメンバーの元気な姿をご報告します。

・スイーツいろいろ
　最近びっくりしたトピックとしては、Ｅくんが
朝 5 時に起きてお家でスイーツを作って、サプ
ライズでフォロに持ってきてくれるということが
ありました。甘すぎず、紅茶やコーヒーに合うよ
うに上手に作ってくれていて、すごくおいしかっ
たです。また別の日にはフォロでパンケーキを作
りました。コロナの影響もありましたが、スタッ
フと子どもたちでいっしょに感染に気をつけなが
ら作っていき、無事に完成したパンケーキはとて

暑さに負けず、梅雨にも負けず
もおいしかったです。最近入ってくれたＳちゃん
も料理が得意で、Ｅくんのパンケーキのときも、
てきぱきと手伝ってくれ、また別の日にはカップ
ケーキを作ってくれました。これから、いろんな
料理もいっしょにできそうで楽しみです。

・大泉緑地公園から扇町公園へ
　3 月ごろに行った扇町体育館の帰り道、ふと子
どもたちから「次はここの公園で遊んでみたい
な」との声が上がり、月に 1 度の大型公園企画
は、これまでの大泉緑地公園から扇町公園へ行く
ようになりました。公園に行こう企画を始めてか
らはずっと天気に恵まれ、子どもたちはいつも元

無料枠のお知らせ（2021 年度）

◎入会金（3万円）無料（期間未定）

　コロナ禍の家庭への影響が大きいことから入会金を無料としました。保護者のみなさまのご苦労も、いかばかりかと思います。こ

んな時代だからこそ、まだ出会っていない子どもたち、保護者のみなさまとも、いっしょに歩んでいきたいと思っています。

※月会費については大阪市塾代助成事業による助成や、独自の減免制度もあります（くわしくはお問い合わせください）。

◎新設「親子会員」
　2021 年 6 月より、「親子会員」を新設しました。フリースクールの日常を過ごすのとは別に、フリースクールの企画、学習フォロ、

親の相談のみ利用できる会員です。

会費：月額 1 万円（税込／保護者会員費を含む）　※ 大阪市塾代助成事業を活用すると、月会費実質無料になります。

対象：6 歳（小 1）～ 15 歳の子どもとその保護者

・フリースクール企画：フリースクール活動の企画に月２回まで参加できます。別途、実費程度の参加費がかかります。企画の一部、

対象外のものもあります。

・学習フォロ：毎週月曜日 16:00 ～ 16:50 に、講師と教科学習に取り組むことができます。別途、授業料がかかります（1 回 2,500 円、

4 回 8,000 円）。

・親の相談：親の会（ほっとサロン）、親の相談窓口、学習会などを活用できます。それぞれの別途料金が割引になります。

※今までのフリースクール会員（週 4 日会員と月 4 日会員）の人は、上記を包括しています。

◎「中央区こどもケア」事業連携
　中央区在住の方対象に無料相談。ネグレクト被害等の予防と早期発見のため、中央区在住の子どもや保護者にむけた相談・支援活

動をしていきます。

月曜日・水曜日 11:00 ～ 16:00 予約制

※中央区子どもの居場所連絡会で出会い、この事業を受託されている「Minami こども教室」さんのお声かけにより、連携させてい

ただくことになりました。

★フリースクールへの入会までは考えていなくても、お困りのことなど、なんでもお気軽にご相談ください。
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気いっぱいで遊んでいます。その元気につられて
か、たまたま遊んでいた、おそらく近隣の小さい
子どもが「いっしょに遊んでいい？」と声をかけ
てくれたことも。その日はその子といっしょにす
べり台や鬼ごっこで遊び、その子のお母さんにも
すごく感謝されて帰ってきました。

・ビリヤード
　Ｅくん、パンケーキをフォロのみんなに買って
食べてもらって、外出企画などのために貯めてい
る「活動費」も増やすことができたので、そのお
金を使ってビリヤードへ行くことにしました。ビ
リヤードに行く当日は、朝からテンション高くウ
キウキ気分で出発。最初はキューをボールに当て
ることが難しく、うまくできるようにひたすら
打っては移動、打っては移動を繰り返し練習し、
なんとその日のうちにはスタッフに負けないくら
いの腕前に。公園に続きビリヤードも、これから
何度も行くことになりそうです。
 
・ココイチカレー
　フォロをご支援くださっているＮＰＯ法人イエ
ロー・エンジェルの宗次さんよりココイチカレー
の券を寄付していただき、子どもたちといっしょ
に食べました。梅雨のジメジメを吹き飛ばしてく
れるカレーの旨さに、気がつけば、あっというま
に完食している子がいたり、なかには辛いカレー
にチャレンジして「辛い～」と汗を流しながら食
べている子も。楽しいお昼ごはんの時間を過ごさ
せていただきました。

・カプラ
　カプラという積み木を使って、ギリシャ遺跡の
ような建物や高いタワーを作ったり、ドミノ倒し
をすることも最近流行っていることのひとつで
す。作っているときの子どもたちの集中している
姿はまるで職人のような顔をしていました。で
も、ドミノをいざ倒そうとしてカウントした後に
ドキドキしながら最初の板を倒し、1 枚目だけ倒

れたときはみんな大爆笑でした。タワー作りでは
限界に挑戦、フォロの天井まで届いたときはすご
く大きな達成感を味わいました！

・栄養学講座
　高等部のＭくん、医学や栄養学にくわしく、み
んなにわかりやすくゲーム形式で栄養学の講座を
開いてくれました。食べたい料理のカードを取っ
て、裏返すと栄養素とカロリーが書かれていると
いう優れもの。大人の参加者が多かったですが、
みんな自分が選んだ料理とそのカロリー結果を見
て考え込んだりおののいたり（笑）。とても勉強
になりましたが、「酒は百薬の長だ！」と講師に
反抗しているスタッフが一人いました。
　ほかにも、猫カフェや魚釣りなど、いろんな活
動をお伝えしたいけれど書ききれません、また聞
いてください！　　　　（秋月喬優、湯上俊男）

ココイチカレー！（5/18）

ＤＩＹ！（4/14）
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◎ください！
・郵便書簡、切手、長３封筒、Ａ４カラー用紙、のり・

ボンド類、両面テープ、輪ゴム、ゼムクリップ、
単３・単４電池 etc...

・手提げ金庫、掃除機

・消毒用アルコール（手指用、キッチン用）手洗い洗剤、

食器洗い用洗剤、トイレ洗剤、トイレ掃除シート、ト

イレットペーパー、使い捨て手袋

・ティッシュ、ゴミ袋（45L）、クッキングシート、紙皿、 

紙コップ、食品用ラップ、スリッパ、防音マット etc...

・個包装のお菓子、パスタ

・マンガ『とびだせどうぶつの森はりきり村長イッぺー！』

『ハンター×ハンター』『風都探偵』『リーダー伝タケシ』

・トレーディングカードゲーム

・スマブラ（Switch 版）、プレステ５（言うだけ言うてみます）

いつも、この欄に「ください！」とお願いすると、いろんな

方が物資を届けてくださり、ほんとうに助かっています。

「大阪市地域こども支援ネットワーク」や「こどもの
居場所サポートおおさか」など地域の社会福祉協議
会を通して、コロナ対策備品や食糧など、たくさん寄
贈いただきました。お金だけではなく支えていただいて

いること、ありがたいかぎりです。感謝申し上げます。

＊

　Amazon の「ほしい物リスト」を公開し

てます。よろしければ、こちらもぜひ、よ

ろしくお願いします。
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◎ボランティアさん募集してます！
　ボランティアさんの手が足りていません。20 歳以

上で、フォロの趣旨に賛同いただける方、募集してま

す。くわしくは電話かメールにてご連絡ください。

総会のご報告
　6 月 13 日、第 20 回の総会を開きました。各事
業とも、コロナ禍でたいへんな状況でしたが、そ
のなかでも工夫を重ねつつ、なんとか乗りきった
昨年度でした。財政状況としては、コロナ関連の
補助金を取得して 84 万円ほどの黒字となりまし
たが（下記収支計算書参照）、補助金をのぞけば
実際上はたいへん厳しい状況にあり、このたび緊
急のお願いを同封した次第です。
　役員は、理事に加藤直人、北田あかね、里中和
子、中嶋千賀、山下耕平、湯上俊男を選任（重
任）。このうち加藤を代表理事、北田と山下を副
代表理事としました。また、事務局長は山下から
中嶋へと交代しました。山口はるかは当面はス
タッフの現場の仕事に専念したいということで、
任期満了で理事を退任しました。監事にはひきつ
づき、木原万樹子、山根節美を選任しました。

＊
　コロナ禍だけではなく、社会経済状況も含め
て、たいへん厳しい状況となっていますが、どん
なに厳しい状況であっても、フォロが培ってきた
つながりと活動は、なんとしてでも次へとつなげ
ていきたいと思っています。ご支援・ご協力のほ
ど、よろしくお願いいたします。　（山下耕平）

2020 年度収支計算書

※くわしい財務諸表はＨＰに掲載しています。

収入
事業収入 4,075,762
寄付金など 2,135,534
コロナ関連給付金 3,445,000
収入合計 9,656,296

支出
人件費 5,264,000
通信費 139,044
旅費交通費 270,980
地代家賃 2,815,000
水道光熱費 156,089
その他販管費 162977
支出合計 8,808,090
差　引 848,206


