
　1 月 27 日に引越してから、あっという間に 5
カ月あまり経ちました。部屋の隅や押し入れに、
とりあえず置いた段ボールもなんとか片付け終わ
り、ようやく落ち着いてきました。そこで今回
は、新しいフォロでどう過ごしているのか、現場
の声からお伝えしたいと思います。
　カードゲームやテレビゲームで盛り上がってい
るところに、ちょっとおジャマして「ふだん、ど
んなことして過ごしてる？」と尋ねると、やはり

「ゲーム！」。いろんなアニメや、ユーチューバー
のキャラクターとコラボしているカードゲームが
あったり、同じテレビゲームで協力プレーをして
いても、同じ場所にいながら視点の違いでリアル
な映像が 2 つ以上映し出されたりと、最新（？）
事情に感心するばかり。ゲームの内容が会話の糸
口になったり、いっしょに戦うことで打ち解けた
り、「うまっ！」「はやっ」など声をかけあった
りと、関係構築のツールになっているようです。
フォロですることで、幅広い年代の人と、いろい
ろなゲームができるのが楽しそうです。
「今のフォロはどんなところがいい？」と聞いて
みると、あるボランティアさんは「前のフォロは
事務所みたいでかっちりした印象だったけど、今
のフォロは「家」なので、安心感があったり、落
ち着く感じが好きだ」と言ってくださいました。
反面、前のフォロでは室内でも走り回ったり、
ボールを投げたりしていましたが、今のフォロで
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はかくれんぼが関の山。思いっきり走り回れませ
ん。あまり外に出たがらない子も多いのですが、
ゲーム画面ばかり見ているのも、健康面や成長面
でどうだろうかという心配がスタッフにはあり、
ゲームをしない時間をつくり、外でキャッチボー
ルをしてみたりもしています。もちろん、お出か
け企画もなかなかにぎわっています。
　以前も今も変わらないのは、人が集まる場と、
そこに集まるメンバー。おうちのような雰囲気で
手狭に感じる場面はあるものの、人と人との距離
が近づきました。パーソナルスペースの確保が難
しく、しんどく感じる子もいるという課題はあり
ますが、ある子は、フォロに入るときに「ただい
ま」と言うことがあるそうで、それだけ親近感を
持っているのだなと感じました。
　これからどんなことをしてみたいかという投げ
かけには、コロナ禍でできていない、お泊まり企
画や、ごはんをいっしょにつくってたべること、
保護者の方やボランティアさんなども交えた交流
会、大勢でいっしょに楽しめるボードゲームな
ど、人が集まるからこそできるものが多くあがり
ました。スタッフのひとりは、コロナ禍の生活
で、外に出る機会がますます失われ、ずっと家で
過ごしている子がいる一方、気軽に外に出られな
いことにストレスを感じていて、思いっきり発散
させたい子もいる、そういう二極化の状況がある
のではないか、と言います。
新しいメンバーが増えてほしいという声もあり、
この先さまざまな活動が、よけいな制約なく盛大
にできることを願っています。（中嶋千賀）

新しいフォロで
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すくすく大きくなってます
　あっという間に夏の暑さがやってきましたね
（もうちょっとゆっくり来てほしかった）。早い
もので、移転してからもうすぐ半年。いろんな人
に支えられて、無事に移転できたことに、あらた
めて感謝申し上げます。

　森ノ宮の新しいフォロは３階建ての住宅。ひと
つひとつの部屋は移転前より小さくなりました
が、６つも部屋があります。初めて訪れた人の何
人もが「都会のおばあちゃんの家みたい」という
建物です。イメージできましたでしょうか？　ち
なみに最近来てくれたロシアからの留学生のボラ
ンティアさんによると「ロシアの別荘と同じ匂い
がする」とのこと。「わかる～」とも言えません
でしたが、ちょっとグレードが上がった気がし
ました（笑）。引っ越しのあとも、長いあいだ、
段ボールとの格闘は続きました。移転前後のフォ
ロのツイッターには、段ボールしか映っていませ
ん！　そんななか、みんなで力を合わせて、少し
ずつ少しずつ、新しい「森ノ宮フォロ」をかたち
づくってきました。

　移転後は、大阪城公園との距離感が近くなりま
した。「ちょっと近所の公園へ」という感覚で大
阪城公園へ行けるので、あるメンバーが「ぜいた
くだ」と言っていました。３月の最終日にはみん
なでそろって大阪城公園の桜を見ながらフリス
ビーキャッチやキャッチボール、ドッチボールを
しました。とくにドッチボールは盛り上がり、白
熱した試合を展開しました。

　そして、もう一つ大きな特徴は、建物前にス
ペースができたこと。自転車もわりと置けます
し、鉢植えでヒマワリ、トマト、そしてバケツで
稲を育てています。苗を買いに行ったり、種を植
えるための準備をしたり、ときには泥んこになっ

たり、水遊びをしてビショビショになったり。少
しずつ植物の育つようすを見ながら「大きくなれ
よ～」と言いながら水をあげるのは、とてもいい
ものですね。両隣の「ご近所さん」にもとてもよ
くしてもらい、トマトの育ちが悪いと「これ使
い」と大きめの鉢をくれたり（おかげで復活しま
した！）、ヒマワリの育ちが悪いと「これし～」
と肥料を撒いてくれたり（こちらも復活！）、ご
近所さんの知恵や優しさをもらいながら、植物も
メンバーも、すくすく大きくなっています。

　今までお世話になった天満橋にお別れするのは
さみしいことでしたが、新しい「森ノ宮フォロ」
ももうすぐ半年、すでに数えきれないくらいの活
動をし、これからもどんなイベントが待っている
か、メンバーもスタッフも楽しみにしながら日々
を過ごしています。

　みなさま、これからもフォロの子ども達を見
守っていただけますよう、よろしくお願いいたし
ます。（秋月喬優、湯上俊男）
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ほっとサロン（親の会）では、これまで、毎月の
話し合いのほかに、親が知りたいことを学んだ
り、行きたいところへ出かけたり、元気が出るよ
うな企画を実施してきましたが、コロナの影響で
ストップしていました。そろそろ始めようという
ことになり、お出かけとしては 2 年半ぶりに、
6 月 15 日に JR 大阪城北詰のそばの藤田美術館へ
行ってきました。参加された銀子さんから感想を
寄せていただきました。

　里中さんと 2人、行きの電車を間違えたりし
ながら楽しくたどりつきました。とってもすてき
な外観の美術館で、新しいながらも以前の蔵の扉
が使われていたりしてました。美術品もすてきな
物ばかりでした。でも一番うれしかったのは、美
術館内にあるお団子屋さんのお団子！　お抹茶と

いただきました。最高においしかったです！　ま
た行ってみたいです。　（銀子）

参加予定の方が数名、当日都合が悪くなって欠席
でしたので、2 人旅となりました。展示品の解説
をスマホで見ながら、ひとつひとつの作品とてい
ねいに向き合うことをコンセプトにしていて、そ
れは新鮮で楽しいものでした。美術館の隣には一
般にも開放されている藤田邸跡公園があり、お
しゃべりしながらゆっくり散歩ができて、気持ち
がおだやかになりました。少～しゆるみ過ぎたの
か、傘を美術館前の傘立てに忘れた私は、天王寺
から引き返すというおまけがつきました。また出
かけやすい季節になったら企画していきます。よ
かったらいっしょにお出かけしませんか。

（里中和子）

２年半ぶりのお出かけ
　親の会より

　コロナ以降はフォロまつりもできなくなっ
たので、2020 年度から、ときどき「ＯＢ・
ＯＧウィーク」を開いています。期間中は
1 人 1 回、10:30（金曜日は 11:30）～ 17:00
までのあいだ、いつでも来てＯＫ。参加費は
800 円です。フリースクールの企画にも参加
ＯＫです。
　まだ、ちょっと先ですが、ふるってご参加
ください～。みんなとていねいに会いたいの
で、人数が集中しないように事前に連絡くだ
さいね。1 日 5 人前後が目安です。

（スタッフ一同）

ＯＢ・ＯＧウィーク
10 月 3 日（月）～７日（金）

田植え !?（5/25）

ラーメン屋さんにて（6/30）
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◎ください！
・図書カード、押し入れ収納用ラック

・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、ガムテープ、単３単４電池

・海釣り用ルアー、ジグ

・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、クイックルワイパー

・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...

・カルピス（ペットボトル）、個包装のお菓子

・ＰＣマウス（ワイヤレス）、switch コントローラー（プ
ロコン）

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。

＊

　フォロの本棚からマンガ、本、ＤＶＤなどを借りていて

返し忘れている方がいましたら、ご返却ください。
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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 12 日、第 21 回の総会を開きました。昨
年度は、多くの方からのご寄付に支えられ、無事
に森ノ宮に移転できました。フォロは、設立から
10 年を谷町四丁目で、その後の 10 年を天満橋で
活動してきて、いずれも中央区で活動してきまし
たが、東成区に移転してきて、また、地域とのつ
ながりを含め、新しい展開をしていきたいと思っ
ています。
　財政状況としては、寄付金のおかげで黒字とな
り（下記収支計算書参照）、また移転にともなっ
て家賃負担を下げることができましたが、いただ
いた寄付を今後に活かし、持続可能な活動体制を
考えていきたいと思っています。

＊
　コロナ禍は落ち着いたようで、まだどうなるか
はわかりませんし、世界情勢を見ても、ますます
厳しい状況となっていくように思いますが、どん
なに厳しい状況であっても、フォロが培ってきた
つながりと活動を、地道に大事にしながら、次へ
とつなげていきたいと思っています。ひきつづ
き、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）

2021 年度収支計算書

収入
事業収入 4,447,685
ＮＰＯ会費・支援会費 418,709
寄付金等 6,032,895
助成金 638,655 
収入合計 11,537,944

支出
人件費 5,383,443 
通信費 121,252 
旅費交通費 321,750 
地代家賃 2,484,400 
水道光熱費 141,865 
その他販管費 613,657 
管理費 312,350 
助成事業費 638,655 
支出合計 10,017,372
差　引 1,520,572
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