認定 ＮＰＯ法人みんなの夢の音楽隊

編集後記・戯れ言
約1年半ぶりのニュース発行となりました。2020年1月の前号では、コロナのコの字もあり
ません。ですが、その後の世界はまるで変ってしまいましたね。そして、それはこの先もまだ
何も見通せません。なにもかも中止や延期。特に子どもたちは学校は休校、あらゆる学校行
事が中止に追い込まれ、大切な学びの機会が脅かされています。1年以上我慢しつづけた子
どもたちをよそに、大人たちのこのだらしなさはいったい何なのか。気のゆるみと称して感
染を拡大させ、またも子どもたちの活動ばかり制限しています。もちろん、すべての大人が悪
いとは言いません。ですが、私たちはこの社会に責任を持つ大人です。子どもたちの成長は止
まりません。私たちの活動も、止めることなく、続けていこうと思います。
私の戯れ言はFacebookで好評（？）連載中です。次女ちゃんも小学校を卒業しました。２
人とも中学生になり、私も小学校のＰＴＡを卒業です。あらたな活動、あらたなつながりが生
まれ、ゆめうたも元気に活動中です。と思えば、そうこうしているうちに、アフガニスタンが大
変なことに・・・。報道されている以上に現地は大変です。社会の関心を失ったアフガニスタ
ンの子どもたちの未来が、ますます見えなくなっています。引き続き、活動を続けていきま
す。応援、よろしくお願いします。もう、これは戦いです・・・。
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2021年2月 こどもがつくるまち
ミニ南区・ミニ中央区 リモート開催！
▲次女ちゃんランドセル
最後の日の朝

メンバー募集中

認定ＮＰＯ法人みんなの夢の音楽隊は、会員の皆様の会費によって運営されています。
私たちの活動に賛同し、協力してくださるメンバーを募集しています！
●

2021年8月(第67号)
不定期（きまぐれ）発行

正会員
（総会での議決権を持ちます） 年会費１口10,000円または月会費750円
個人賛助会員
（ゆめうたサポーター） 年会費１口 3,000円または月会費250円以上
団体賛助会員
（ゆめうたサポーター） 年会費１口10,000円
ＭＭＣＣサポーター ＤＡＷＮサポーター 年会費１口 3,600円または月会費300円
ゆめうたサポーター 月々300円以上の定期定額寄付（クレジットカードによる月々自動引き落とし）のご登録
●

リモートで！ NO密で！ ステイホームで！ 子ども専用電子マネーで！
例年9月に開催している、こどもがつくるまち。2020年春に緊急事態宣言が出てから、早々に開催時期を今年2月に延期
しました。数か月かけて、グループごとに分散して遊ぶ方法を考案するも、1月に再び出された緊急事態宣言により、すべて
水の泡。コロナが終わってからやればいい？いつ終わるのか。6年生は卒業してしまう。いや、出来るところまでやってみよ
う。本当に安全に安心して参加できる方法は？企画、構想、開発、実施までたった1か月で全面的なオンライン開催。オンライ
ンだから出来ることもあり、対象学年も増え、デリバリーやネット通販、電子マネー、オンライン投票などなど、子どもたち
と話し合い、出来ることを増やしました。
子どもたちにもう何度「コロナで中止」と大人は伝えたでしょうか。いくつの体験や思い出作りを中止や延期にしたでしょ
うか。
「中止」にはしない。必ず、安全に楽しめる方法で実行する。その思いが結果、大成功につながったのだと思います。例
えば南区では、50人の子どもスタッフとは少人数で会議を開き、同じ話を10回したことも。Zoomも使いこなし、集まらなく
ても準備が進んでいきました。
（中面にも詳細記事）

※会費・ご寄付のお支払いは、
年払い一括または、
クレジットカードによる月々の自動引き落としがご利用いただけます。
※会員・寄付者のみなさまには、
不定期
（年２回程）
でゆめうたニュースをお届けします。
お問い合わせ TEL048-783-5771 FAX048-783-5772 info@yumeuta.com 郵便振替 00160-8-352345 認定特定非営利活動法人みんなの夢の音楽隊
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特定非営利活動法人 みんなの夢の音楽隊
･運営全般へ(寄付)1口3,000円×[
･指定事業へ(寄付)1口3,000円×[

]口
]口

□子ども食堂・ミニ〇区・子ども向け事業
□ＭＭＣＣ・アフガニスタンへの事業
□ＤＡＷＮ・劇団あけぼの公演・シクハイ事業
）
□緊急支援 □その他（
みなさまのご協力ありがとうございます。

※こちらもあわせてご使用下さい。
ご支援・ご協力ありがとうございます。

NPO法人みんなの夢の音楽隊
【新規入会・継続申込書】
会費[
]年度[新規/継続]

※正会員10,000円 賛助会員3,000円
団体賛助10,000円 (年度は1/1〜12/31)

[ＤＡＷＮ/ＭＭＣＣ]サポーター
[新規/継続]※年3,600円

※事務局使用欄
ご住所（〒
お名前
TEL

−

）
（フリガナ）
FAX

（ゆうちょ銀行） （承認番号東第 49374 号）

会費[

]円
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みんなの夢の音楽隊

寄付は
で
ＷＥＢ
♪
簡単に
みんなの夢の音楽隊は
みなさまの寄付で運営
されています。郵便 局
から送金できる専用の
振込用紙をご利用いた
だくか、クレジットカー
ドをお持ちの方はホー
ムページから簡単にお
手続きができます。１
回のご支援も、毎月継
続のご支援もご登録が
できます。
ぜひ、
ご協力
をお願いいたします。

速報！アフガニスタン情勢！
みなさますでにご存知の通り、アフガニスタンでは、アメリカ軍の撤退により、タリバン政権が
再び全土を掌握しました。MMCCは、子どもたちへの教育はもちろん、女性への教育などに取り組
んでいました。イスラム文化を大切にすることも忘れず、ずっと活動をしてきましたが、現在は今後
の状況を見通すことが困難です。いったん、事務所にある様々な活動の記録を封印し、本活動に関
わったメンバーの安全を最優先とする対応となっています。活動は継続する意向で、形を変え、手
段を変えて、子どもたちに夢と希望と教育を届ける活動を続けていきます。続報をお待ちください。
引き続き、みなさまのご理解とご支援、ご協力をどうぞよろしくお願いいたします。

子どもがつくるまち ミニ南区・ミニ中央区

やっぱり冬はスキー！ ネイチャーラボ冬

―どんなまちだったか
QRコードを読み取り、各お店やブースとつながる仕組みです。区民登録をして、区長選挙に1票入れると給付金がもらえます。
（現実社会
と同じく、特別給付金です♪）マイホームの絵を送ると、お金がもらえ、さらに町にその家がたちます。どんどん参加者が増えるのがわかり
ます。各ショップも工夫しました。ただトップページを作るだけでなく、毎日来てもらえるように、日替わりのクイズをだしたり、間違い探し
をのせたり。店舗スタッフ動画を更新するチームもありました。リアル社会と同じように、実際に会えないお客さんがどうすればお店の
ページを見てくれるか、買ってくれるか、一生懸命考えました。通販ページの写真のとり方を工夫するところや、説明を工夫するところなど。
作品のクオリティも高く、こちらが驚くほどです。他にも朝礼台をつくりました。いわゆる掲示板で、自由にコメントが入れられます。ここ
へのコメントが朝の日課になったという子どももいました。
「誰かとつながっているのがうれしかった」とコメントした子もいて、子どもたち
も普段、どこか寂しい思いをしていたのだと思います。手洗い動画を送ってもらったり、Zoomで人狼ゲームをしたり、子どもたちは自宅か
ら、それぞれに楽しんでくれたようです。物販系は、最後、商品を学校ごとに分け、学校経由でお届けしました。
（まさかのクラスで作品が配
られることは、子どもたちにも秘密でした！）それはそれは大変な作業でしたが、子どもたちも最後まで頑張りました！南区の参加者は733
名。あとで朝礼台に届いた、子どもたちからの感謝のメッセージは、涙腺がゆるむものもたくさんありました。
コロナ禍でも安全に楽しく、開催することが出来ました。さいたま市10区で開催していたこどもがつくるまちは、この年、我々の担当する
この2区以外はすべて中止でした。私たちは、子どもたちが「やりたい」と願うものがあれば、きっと形にするために動きます。やってよかっ
た。心から思います。この経験がまた、本年度生かされることになるとは・・・。次回、子どもがつくるまちは、2021年11月開催予定です。お楽
しみに♪

今年度は新型コロナ対策も考慮して、少人数分散型の企画としました。A,Bのふたつの日程で子どもたちとス
キーを楽しみました。A日程は2020年12月25日（金）から27日（日）。長野のゆめうた研修所（山小屋）での宿泊
です。密を避けるため、最少人数をのせた車組と、新幹線組にわかれて現地集合としました。引率スタッフも最低
人数の2人です。子どもたちは、手洗いうがい、マスクなどもきちんと守り、スキーを楽しみました！今回もスキー
は初めてといいながら、さらっと滑れてしまうスーパー小学生がいました。毎回必ず、初めてなのに中級コースも
滑ることができる、スーパー小学生がひとりは混じっており、楽しみのひとつになりつつあります。
B日程は2021年3月5日（金）から7日（日）。同じく少人数でのスキーです。こちらも安全対策をしっかりしなが
ら楽しい時間を過ごしました。やはり、初めての子どもがいましたが、初心者スクールが始まる時間までにリフト
も乗れて、滑れてしまうというスーパー小学生でした。みんな、私より上手です。B日程は春から中学生になる小学
6年生が多く、卒業と成長を嬉しく思う3日間でした。
ネイチャーラボの参加者も、中学生になり多忙で予定が合わなくなってきた子どもの妹たちが参加してくるな
ど、次の世代にも広がりがあり、子どもたちの成長と時の流れを感じます。コロナ禍でも、どうすれば子どもたち
の願いや楽しみが叶えられるのか。こんな時こそ、ゆめうたの出番かもしれません。

Zoom人狼のページ▲

Zoomを駆使したイベントも▲

朝礼台に届いた喜びの声▲

コロナなので山小屋環境整備
2020年春。
初の緊急事態宣言で学校も休校になり、
長い休みだった時には山小屋に2か月ほど滞在しまし
た。
あれから1年。
以前のように、
一度にたくさんの人数
で山小屋で過ごすことはできません。
しかし、
行けると
きには環境整備！最近では、
換気扇の掃除に着手しま
した。
吹き抜けで天井が高いので、
換気扇も高い・
・
・。
2
階以上の高さがあります。
今川、
頑張りました。
もっと
ビフォーアフターがわかれば良いのですが、
とにかく、
真っ黒だった換気扇が真っ白になりました。
キレイになりました▲
他には、
子どもたちの手を借りて、
薪割もしました。
まだ薪割をしたことがないという男子たち。
そ
の楽しさにしっかり魅了された
（はず）
ようでし
た。来たる冬に備えもばっちり。まだまだ周辺
の草刈りや枝集めなど、
仕事はたくさんありま
す。
環境整備に終わりはありません。
泣
コロナ禍ではありますが、
安全に楽しく自然
と触れあえる体験の場所として、
この山小屋が
良き拠点となる企画を考えていきたいと思って
▲薪割機で丸太をどんどん います。
割っていきます

▲皆、
大人より上手です。

▲新幹線で帰る仲間を
おみおくり。

▲どこすべる～？

▲山小屋での食事

保健センターのページ▲

子どもの居場所作り
体育館遊び再開
昨年度、新型コロナウイルスの影響で中止にしてい
た体育館遊びを、この春から再開しました。密を避ける
ため、大々的に再開告知はせず、口コミ程度でのお知ら
せにとどめました。大雨だったり、雷だったり、天候が悪
い日が多いように感じますが、だからこそ、思いきり体
を動かせる場所は貴重です。毎週、参加者は自由にやり
たいことを楽しんでい
ます。小 学 低 学 年から
中学生、大人まで混じっ
た バレーボールやドッ
ジボールは楽しそうで
す♪

▲快晴の朝、
1日楽しくすべります
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みんなの夢の音楽隊はみなさまの寄付で運営されています。
郵便局から送金できる専用の振込用紙をご利用いただくか、
クレジットカードをお持ちの方はホームページから簡単にお
手続きができます。
１回のご支援も、毎月継続のご支援もご
登録ができます。
ぜひ、
ご協力をお願いいたします。

パソコン・スマートフォンから

http://yumeuta.com/

みんなの夢の音楽隊は認定ＮＰＯ法人です

サポーター会費は税制上寄付扱いとなり、
認定ＮＰＯ法人に対する寄付と
して、所得税・法人税上の優遇措置が受けられます。詳しくはお近くの税
務署、
またはみんなの夢の音楽隊事務局までご連絡ください。

