｜デモクラティックスクール事業
理念 子ども達は自ずから学び育つことができる
子ども達は自分の好きなことをする中で、その時に必要な学びをしていると信頼され
て過ごしています。又、スクール内の事は皆で話し合って決め、お互いに尊重し合う
コミュニティ運営を日々学んでいます。

▷開校日 月～木

▷開校時間 １０:００～１６:００

▷１日の流れ
１０:００…開校（自力通学、保護者送迎、スクール送迎にて登校）
１０:１５…ミーティング（参加は自由）
・・・自由時間（昼食も各自のタイミングで）
１４:４５…片付け、掃除
１５:００…ミーティング（参加は自由）
１６:００…閉校
▷行事や課外活動などの記録
4 月（メンバー数 7 名）
開校（４/8）
7 カ月のプレオープン期間を経て正
式開校しました。5 才～15 才の 7 名
のメンバーと、短期受け入れ 1 名（フ
ランスから一時帰国中の小学生）で
スタートしました。
「課外活動」
村内の森の中で開催される音楽ライ
ブイベント「森の宴」の会場整備に参
加して森や小屋をきれいにするお手
伝いをしました。5 月 11 日のイベン
ト当日はブースやステージでスクール
案内をさせて頂きました。
(百)自給の種の「宝の森」にて

「課外活動」
原っぱで掘ったタケノコを、堺市南区
にある「まちかどステーションヤオヨロ
ズヤ」さんへ販売に行きました。お店
の美味しいランチを食べて、午後は晴
美公園で遊びました。
5 月（メンバー数 7 名）
「オープンスクールデー」
月曜の祝日に開校し、学校が休みの
日に体験に来れるように子ども達が
企画を考えています。庭の草抜きをし
た後、パフェ作りをしました。３名の体
験参加がありました。
「法人登記申請」
堺市の法務局へ NPO 法人の登記
申請に行きました。16 歳の共同代表
理事を含めたメンバー3 人が同行し
ました。
「お泊り会」
献立や買い出し、お風呂の順番や寝
る場所など、全てを子ども達が決めて
行うお泊り会。調理したくない子は洗
い物をするなど、役割も話し合って決
めていきます。
6 月（メンバー数 7 名）
「遠足」
開校後初めての遠足は富田林市「城
山オレンヂ園」へ。「行きたい人がみ
んな行ける日」「子ども費でどこまで
出すか？」「入園料のみ？ザリガニ釣
り代は？」「お昼ごはんは？」「スタッフ
の入園料、ガソリン代は？」などを話
し合い、希望者６名が参加しました。

「Youtube 講座」
Youtuber のしょくぱんくんを講師に
招いて、動画撮影・編集・ Youtube
へのアップロードの仕方をレクチャー
してもらいました。
「イベント出店」
河内長野市市町で開催された「おか
って市」にメンバー２名が出店参加し
ました。手作りアクセサリーやチーズ
ケーキを販売し、他の出店者さんやお
客さん達と交流を楽しみました。また、
経費を抑える工夫や販売の仕方な
ど、今後に向けて振り返りました。
７月（メンバー数 7 名）
「石見川環境学習」
河内長野市石見川水源で活動され
ている「水の杜」さんの水脈整備に参
加しました。講師の指導の元、岩を動
かしたり、水源まで歩いたり、田んぼ
の観察や生き物探しなどをしました。
「国際交流」
アメリカから来日中の女性が遊びに
来てくれました。ゲームや、リメイクバッ
グ作りを通して交流しました。スマホ
の翻訳機能を使いながら好きなアー
ティストや恋の話で盛り上がりまし
た。翌日には違うメンバーが一緒に千
早地区の散策に出かけました。
「くるくる市出店」
道の駅ちはやあかさかで開催された
「くるくる市」に「プチトマトすくい」で
出店しました。小さい子用にスプーン
を用意するなど工夫しました。

「職業体験」
中学生４名が、富田林市のファームス
ギモトさんで農業体験をさせて頂きま
した。朝が弱い子もがんばって早朝に
集合し、収穫、仕分け、出荷作業を体
験しました。
「一泊二日サマースクール」
ASOVIVA!を１泊２日で体験できる
オープンスクールを開催。
体験参加の子も含めて１０名が参加。
食事の献立、買出し、活動内容、役割
分担、寝る場所など全て子ども達が
話し合いながら進めました。
８月（メンバー数 7 名）
「イベント出展」
和 泉 市 で 開 催 さ れ た Campagne
vol.03「ブリコラージュ」に５名が参
加。子ども達が作ったリメイク紙袋と
無農薬の梅で作った梅サイダー、余
剰野菜で作ったパウンドケーキ、スイ
カシャーベットを販売。又、石けん作り
のワークショップも行いました。
主宰の「デザインオフィス Grenier」
さま始め出店者の皆様から子ども達
の活動のためにご寄付を頂きました。
「運動の日」
地域の公立小学校の体育館をお借
りして、みんなで運動を楽しんできま
した。体育館を自由に使って、跳び
箱、バドミントン、卓球、鬼ごっこなどを
してしっかり身体を動かしました。

「イベント出演」
千早赤阪村で開催された「村そにっ
く」に中学生３名が出演し、歌とダン
ス、詩の朗読を披露しました。日頃取
り組んでいることを多くの人に観ても
らうことができました。
９月（メンバー数 8 名）
「課外活動」
河内長野市の「てんとう虫パーク」へ
行きました。小１の子が初めてミーテ
ィングで提案して行事となり、８名が
参加しました。
「後期スクール総会」
メンバー、保護者、スタッフでスクール
総会を開催しました。冬休み、春休み
の期間・情報共有の仕方・低学年の
ゲーム、PC の利用制限などについて
話し合いました。
「オープンスクールデー」
祝日の開校日。みんなで買出しに行
ってクレープを作りました。
5 名の体験参加がありました。

「蔵改装ワークショップ」参加
和歌山県橋本市のオーガニックファ
ーム「KUSATI」さんのワークショップ
に６才、１５才、１６才３名が参加しまし
た。土に水を混ぜたり、壁に土を塗っ
ていく作業をお手伝いしました。
（ワークショップ…参加者が自主的に体験
する講習会）

「トークイベント登壇」
河内長野市の「オンキッチン」で開催
されたカワチルドレンミックスに中学
生と１６歳の３名がゲストスピーカーと
して登壇し、ASOVIVA!の紹介や自
分たちの学びについて話しました。
１０月（メンバー数 10 名）
「お泊り遠足」
８才～16 才の 7 名が子ども達だけで
滋賀県大津市までお泊り遠足。
宿泊先では滋賀県で不登校支援を
されている方が迎えて下さいました。
子ども達は 2 日間の献立や予定、交
通手段など自分たちで話し合ったり
調べたりして企画、実施しました。
「セミナー参加」
大阪市で開催の PleasureSupport
株式会社さん主宰｢aki-nai ゼミ｣に
14 才、16 才の 2 人とスタッフで参
加。自分達の事業を題材に、ロジカ
ル、ラテラル、クリティカルシンキング
について教わりました。
「オープンスクールデイ」
この回は本格スパイスカレー作りでし
た。体験参加の子も一緒に役割分担
の相談をして買い出しや調理に取り
組みました。
「イベント出店」
関西サイクルスポーツセンターで行わ
れた「関西ロハス」に道の駅ちはやあ
かさかが出店されるのをお手伝いに
行きました。子ども達のスライム WS
もさせて頂きました。

滋賀では、「NPO 法人好きと生きる」を運営されてる
方達が一緒に過ごしてくださいました。

「イベント出店」
「道の駅ちはやあかさか」で開催され
た村まるしぇに出店しました。お客様
から子ども達の旅のプロジェクトへの
カンパも頂きました。
１１月（メンバー数 11 名）
「オープンスクールデー」
この回はハロウィンパーティーをしま
した。体験参加を含めて１０名の子ど
も達で映画上映会、チョコレートフォン
デュを楽しみました。
「牧場訪問」
河南町で個人でされている牧場に遊
びに行きました。ポニー、ヤギ、ミニブ
タ、烏骨鶏を飼育されていて、この日
はブタの赤ちゃんも見ることができま
した。
「イベント出店」
千 早 赤 阪 村 で 開 催 さ れた 「 村 ふぇ
す」にスライム作り WS で出店しまし
た。村の方が竹馬やどんぐり工作な
ど昔遊びで出展されていて、子ども
達も楽しんでいました。
「お話会ゲスト登壇」
滋賀県大津市のフリースクール「D’
Live」さんで開催されたお話会「学
校に行っていない１０代の本音」に１６
才と１４才のメンバーがゲストスピー
カーとして登壇しました。
参加された方から当事者の生の声が
聴けて良かったと感想を頂きました。

「写真展鑑賞」
和泉市で開催された「空と光の写真
展」をみんなで見に行きました。撮影
者は１７才の女性で、中学校に通わ
ず進学もせずに働きながら活動を続
けているカメラマンです。帰ってからそ
れぞれの感想を話してもらいました。
「リス公園」
６才の子がミーティングで提案した
「りす公園に行きたい！」が承認され、
午後の課外活動として行って来まし
た。子ども費で中学生以上の入園料
とりすの餌を買いました。
「遠足」
富田林市の錦織公園に遠足に行きま
した。全員で大きな遊具を使っての鬼
ごっこはみんな真剣で、スタッフも一
緒に本気で走り回りました。
「イベント出店」
堺市で開催された「古墳祭りミニ」に
子ども達がスライム作り WS で出店し
ました。一時的に行列ができるほど盛
況でしたが、中高生４名で協力し合っ
て１日やり遂げました。
「運動会」
地域の公立小学校の体育館をお借
りして運動会を開催しました。
奈良県のフリースクール「奈良スコー
レ」からも参加され、子ども１０名大人
４名で自分たちで決めたプログラム
内容で実施しました。

「イベント出店」
藤井寺市で開催された「クローバー
手作り市」に６名がスライム作りＷＳ
で出店。
８才、９才の子も接客を担当し、スライ
ムの作り方のレクチャーや、お金の受
け渡しなどに取り組んでいました。
12 月（メンバー数 11 名）
「金剛登山」
６才～１６才の７名が参加。最年少の
子が「一番上まで登ると思ってなかっ
た～」とこぼしながらも、がんばって頂
上まで歩きました。
「クリスマスパーティー」
プレゼント交換は「家にあるもの」と
いうテーマでした。年齢差があるとお
小遣いにも差があり、最初は 500 円
までという設定でしたが話し合って変
更になりました。ケーキもみんなで作
り映画鑑賞をしました。
「大掃除」
年内最後の日。朝のミーティングは大
掃除をどうするか？あみだくじで掃除
する場所を決めてみんなで取り組み
ました。
１月（メンバー数 12 名）
「特別講座」
ボリビアとガボンにそれぞれ滞在して
活動されているお 2 人にお越し頂き、
現地での暮らしや活動についてお話
をして頂きました。

「カフェで ASOVIVA!」
午後の活動を狭山市にあるパルネッ
トでしました。子ども費から１ドリンク
代とガソリン代を出し、読書や自習を
して過ごしました。
「子どもごはんや day」
ASOVIVA!のメンバー4 名と地域・
学校・学年の異なる 5 名の合わせて
9 名の中高生による地域食堂を開催
しました。会場は河内長野市の「市町
diary」。町内で同日開催された「お
かって市」さんとのコラボで多数のお
客様に来て頂き 56 食提供しました。
「booka で ASOVIVA!」
和歌山県橋本市で木工や絵の教室
をされている booka さんがフリースク
ールを開校されることになりました。ス
クールとなる古民家の大掃除のお手
伝いに行きました。
「真冬の海へ」
「海辺でギター弾いて歌いたい」と提
案した子がいて、「私はシーグラスを
拾いたい」「私は踊りたい」と続き、行
事となりました。
関西でシーグラスが拾えるスポットを
調べて行きました。
「図書館へ」
みんなの旅の資料を探しに図書館
へ。7 才の子は自転車のルールや日
本の戦争について調べたり、中学生
の子は建築の専門誌を読みふけって
いました。

２月（メンバー数 14 名）
「大阪芸術大学卒業制作展へ」
10 才の子の提案で大阪芸大卒展へ
行きました。
音楽科、建築科、デザイン科、写真
科、美術科など、子ども達のそれぞれ
の興味分野の作品や発表に大きな
刺激を受けたようです。
「入学説明会」＆「お茶会」
8 組 20 名の親子さんが来られまし
た。スライドを元に子ども達がスクー
ル説明をしました。
野外活動フィールド原っぱの見学を
し、昼食後は大人の皆さんと思いや
考えの聴き合いをしました。
３月（メンバー数 16 名）
「自転車教室」
富田林市の「バイシクルステップ」さ
んが自転車教室を提供して下さいま
した。希望した 6 才～11 才の 4 名が
参加し、初めてコマなしの自転車に乗
れた子もいました。
「スクール総会」
スクール内の大きな決め事を決める
総会を 3 日に渡り開催しました。
学費、長期休みの日程、臨時休校時
の学費、LINE グループの使い方、ス
タッフ人件費、子ども費の使い方、ミ
ーティングの在り方、屋外での活動に
ついてなど、保護者から提案されたも
のも含め、たくさんの議題について話
し合いました。

「河南町の古民家へ移転」
開校準備段階からの念願だった古民
家へ移転しました。
皆さんの力をお借りして引っ越し、
３月３０日より新拠点で活動を始めて
います。
（所在地：大阪府南河内郡河南町寛
弘寺７５６）

▷日頃の活動風景
行事等のない日は、各々が自分の時間をどう過ごすかを自分で決めて過ごしています。
活動内容は年齢や状況によって多岐に渡っています。
自習、おやつ作り、料理、工作、ゲーム、音楽、読書、美術、外遊び、PC、イベント準備など。
また、毎日必ずミーティングを行い、みんなに関わること、子ども費が必要なもの、困りご
と、行事の提案など、様々な話し合いをしています。
自分たちが自由に学べる環境を維持するために、自分たちで運営していく。
という自覚がある子ども達が、年少者や入学して間もない子ども達へ影響を与えていき
ます。これまで多数決で何かを決めたことはなく、必要なだけ対話を重ねて合意できる
着地点を探してきました。コミュニティを民主的に運営していく責任を全員が担っている
ことと、自分の好きなことを追求する時間のどちらもある環境が ASOVIVA!の特徴です。

出席簿と掃除場所

ミーティング風景

週に 1 回どこかを掃除

議事録ノートは 2 冊目に

使ったものは自分で片付け

手伝い募集の掲示板

ポスター制作

みんなで音楽の時間

教え合いっこ

木工（椅子の制作）

自分の思いを発信

パン作り

進路について検索

裸足で鬼ごっこ

集中してテスト勉強

▷野外活動フィールド「原っぱ」での活動
ASOVIVA!から車で１０分ほどの山間にお借りしている原っぱでは、寄付頂いた大型
トランポリンや焚き火、野外調理、昆虫探しなど、自然の中で好きなことをして過ごして
います。

今後は竹やぶや川の整備をしながら、ステージやハーブガーデン、ツリーハウス、
アースバッグハウスなどを作っていきます。
キャンプやライブ、マーケットなど、大人も子どもも一緒に、自然の中で遊べる場を
創り、たくさんの人と共有できる「わくわくビレッジプロジェクト」として夢を膨らませ
ています。
2020 年 3 月より、生協エスコープ大阪の街づくり夢基金の助成を受け、竹を使っ
た東屋作りを始めています。
（イメージ画像）

▷通信制高校の学習サポート校になりました
沖縄に本校がある、学校法人八洲学園
「八洲学園大学国際高等学校」と学習
サポート校として提携しました。通信制
高校なので日頃は自分で学習した課題
を提出し、年に 1 回沖縄本校へ 5 泊 6
日スクーリングに行く学習スタイルです。
提携校の生徒は高校の入学金 2 万円
と設備費 1 万円（年間）が免除になり
ます。また 4 年生大学約 70 校の他、多
くの短期大学や専門学校の指定校推
薦が受けられるなど、卒業後の進路とし
て大学進学も現実的に考えていくことが
できます。
デモクラティックスクールで学びながら
高校も卒業し、自分らしい進路を歩んで
行く選択肢の幅が広がりました。

▷子ども達の変化
●大人に対する不信感や自己否定感を強めている子もいましたが、「強制しない、怒ら
ない、否定しない」を徹底することで、少しずつ大人への信頼感を取り戻し、素直な気持
ちを表現してくれるようになってきました。（6～8 歳の複数の子で見られた変化）
●自分の意見を言うと否定されたりバカにされた 経験があるから怖かったけど 、
ASOVIVA!ではみんなのことを信頼できるようになり、自分の意見も言えるようになっ
た。（中３女子談）
●自分の考えを持っていると思ってたけど、周囲に求められることを自分の考えと思いこ
んでいたと気づいた。今は自分の考えが持てるようになってきたと思う。（中２女子談）
●ミーティングで、始めは自分の意見が出て来なかったけど、みんなの意見を聴くことで
自分の意見が出てくるようになった。聴くことの大切さを知った。（中２男子談）
●自分の感覚は他者とは違うということを、トラブルが起きた時にお互いの気持ちを伝
え合うことで少しずつ理解していく様子が見られました。（8 才男子の様子から）
●イライラすることが少なくなり歯ぎしりもしなくなった。（小５女子の保護者談）
●楽しかったことを家で話してくれ、日に日に生き生きとした表情になった。
（中 3 女子の保護者談）
●家で 1 人でもいいと思っていたけど、ASOVIVA!に来てから楽しくて、表情が明るくな
ったと先生にも言われた。自分は寂しかったんだなぁと思った。（中２女子談）
●ミーティングで自分の思いを言うことができなかった子が、やりたいこと、行きたい場
所を発言することから始めて、少しずつミーティングに主体的に参加するようになった。
（低年齢の子達に見られた変化）
上記以外にも、日々の活動を通して様々なことが子ども達の心に生じ、年齢差に関係な
く対等な立場で対話を重ねることで、それぞれの中に気づきが起きていることが伝わっ
てきます。自分の変化に自分で気づけることは大きな自信となり、生きる力へと繋がって
いくと信じています。

｜デモクラティック生涯学習事業
大人の学び・保護者向けサポート
お話会・お茶会・ディスカッション

4 月 24 日 4 名参加

子育てのこと、自分のことなど気軽に

5 月 27 日 4 名参加

話せる場を作っています。サークルと

5 月 28 日 6 名参加

いう対話の手法を用いて、1 人 1 人
の思いや体験を聴き合います。

7 月 15 日 5 名参加
10 月 22 日 5 名参加
2 月 24 日 8 名参加

参加者感想
・自分が暮らす地域に学校以外の選択肢があることは心強い。
・身近に話せる相手、共感してもらえる人がいない。安心して話せる場があってよかった。
・１つのテーマをじっくり掘り下げることができて興味深かった。
・子育ての話をすると思ってたら、自分の事をいろいろ話せ、聞いてもらえてすっきりした。
・普段、あまり考えてない質問をされて新鮮だった。

｜法人運営部より
▷1 年間の主な動き
●4 月 13 日

法人設立パーティー開催（河内長野市オンキッチン）

●4 月 19 日

箕面こどもの森学園 視察

●4 月 26 日

サティシュの学校 DVD 視聴会、小吹台地域食堂開催（参加者 12 名）

●5 月２・３日

多様な学びキャンプ参加（学校外の学びに関わる 5 団体共催、参加者
約 50 名）

●5 月 7 日

ＮＰＯ法人設立

●5 月 8 日

原っぱ給水工事完了
（財源：住友ゴム助成金 25 万円、施行業者：千早赤阪村北口設備）

●5 月 19 日

第１回理事会開催

●5 月 31 日

トークイベント「カワチルドレンミックス」にゲストスピーカーとして長村が
登壇（主催：社会福祉法人ぬくもり、場所：河内長野市オンキッチン）

●6 月１４日

団体見学。河内長野市より民生委員の方々３５名。スクール説明、動画
鑑賞、質疑応答を通して活動へのご理解を頂きました。又、全体として２
万円のご寄付、個人でも数名からご寄付を頂きました。

●6 月２４日

第２回理事会開催

●８月 1５日

第３回理事会開催

●８月２５日

「上映会・講演会」
千早赤阪村くすのきホールにて、映画「さとにきたらええやん」の上映会
と、映画の舞台となった大阪市西成区の「こどもの里」館長、荘保共子
氏による講演会を開催。約 100 名の参加があり、河内長野市内の高
校から生徒約 35 名の団体参加など、子ども達が直面している課題に
ついて関心の高さが伺えました。
（千早赤阪村がんばる地域応援事業助成事業、
後援：千早赤阪村、千早赤阪村教育委員会）

●12 月 23 日 臨時総会開催
●2 月 21 日

和歌山県社会福祉法人一麦会「創-hajime cafe-」「Po-zkk」視察

●3 月 4 日

第 4 回理事会開催

▷学校・教育委員会との連携について
千早赤阪村の学校や教育委員会と、連携の在り方について対話を進めています。
ASOVIVA!への参加を出席認定するためのガイドラインや、情報共有の仕方、一緒にで
きることは何か？など、子ども達の利益を最優先にした連携の在り方を共に検討を進め
ています。
▷入学者数について
３月末現在、在籍者数 16 名（内、休会中 2 名）
未就学児

1 名（6 才）

女子 1 名

小学生

6 名（1～3 年：2 名、4～6 年：4 名）

男子 3 名：女子 3 名

中学生

8名

男子 3 名：女子 5 名

中卒以上

1名

女子 1 名

▷会員について（2020 年 3 月末現在）
正会員数 12 名（内、理事 3 名、監事 1 名）
長村知愛 （共同代表理事）

吉元かおり

北野 厚子

石原亮子 （共同代表理事）

井上翔太

中辻 宏樹

増田靖 （理事）

永田 仁美

福田 のりこ

寶樂陸寛 （監事）

森田智子

福井 希帆

賛助会員数 106 名 （寄付金総額 40 万 5500 円）

｜支援者一覧
ASOVIVA は多くの方から金銭や物品の寄付を頂いて運営をしております。また、イベント
出店や課外活動の多くも、多方面の方々との繋がりから生まれています。
子ども期に様々な人から手を差し伸べられ、安心できる環境で自分と向き合い、自分を育
てることができるのはとても幸せなことです。ASOVIVA は皆さまのお力添えによってそれ
が実現できていることに深く感謝しております。開校時より、子ども達が主体的に過ごし学
べる環境を一緒に創って下さっている皆さまのお名前を掲載させて頂きます（順不同・敬
称略）。なお、匿名希望の方は不掲載にしておりますが、記録の不備で掲載できていない
方もいらっしゃるかも知れません。お気づきの方はご一報頂けると幸いです。
▷寄付者一覧
金銭
法人・団体
河内長野市民生委員児童委員協議会

NPO 法人アートコミュニティ

個人
松尾和子

石原美紀子

数見美紀

中尾いづみ

角本まゆみ

坪内正之

小島美香

藤田隆介

川本 恵理子

松村愛子

町 孝幸

竹中啓朗

徐翠珍

谷 純子

杉岡由希子

阿部由賀里

仲許慎平

坂 義信

渋谷由紀

矢熊弘二

橋本さち

中納 信一

下山理加

新名芳有

篠原登子

多田順子

古田かおり

中林恵子

阪野将

光井友美

嶋田めぐみ

石田雅規

永沼邦恵

小坂捺美

石井木綿子

伊東敬子

河瀬桂子

甲斐干喜

松井路代

泉谷咲恵

氏島小百合

岸本美津子

根岸貴通

杉本一義

徳田静恵

中川 健一

夕田一浩

綱本琴

吉元順子

小牧克己

中谷真由美

福井宏和

塚﨑祥充

畑民子

宇陀佳正

小野沙弥花

上浦英輝

伊東緑

柴田政治

土本由紀子

宇陀直紀

川辺響子

鬼頭大助

中野民穂

上野礼子

山下祥子

森野真由美

藪木愛弓

三品さち

八田陽子

土肥清佳

草島恵理子

田中力哉

熊崎稔

牛島由香

山添美千子

川口千絵

苗 修一

森友美

山添利也

鈴木裕

森結香

阿部さおり

長渕 正代

吉高賢司

梶谷久美子

大崎宏子

松本葉子

鈴木あゆみ

野村由美

湯川まゆみ

木脇嶺

原田ありす

笹川修

近藤文子

清木博茂

土橋崇之

榎直樹・京子

直川弘貴

鍵 麻里

和田寧子

横路 美千代

松下剛士

鈴木明菜

高繁和佳

新名典子

跡部沙智

渡邊仁美

物品
法人・団体
社会福祉法人ぬくもり有志

奈良スコーレ

個人
藤森悠司

田中力哉

大町航也

北野厚子

武内邦晴

フィリップ・マクニー

谷 純子

岡田和真

小川直子

中村真巳

鬼頭哲也

古田かおり

徐 翠珍

林 眞理子

八尾夕起子

川村 望

森田智子

有住優子

御手洗賢秀

小野紗耶花

新本誠・亜雪

児島一平

松井路代

矢熊弘二

藤本千恵

夕田かなよ

中林恵子

永田仁美

木村啓之

杉本一義

徳田静恵

原田ありす

岡所誠介

福田洋平

前田典広

小牧克己

兼高武仁
▷施設受入評価益

吉川寿一

▷ボランティア受入評価益

小野晃蔵

株式会社千早銘木
松村愛子

矢熊弘二

福田徹矢

まちかどステーションヤオヨロズヤ

▷2020 年度の主な取組
●ギフトデー＆
体験プログラム

4 月より毎月第３木曜日をギフトデーとします。
支援者に１０００円でギフトデーチケットを購入頂き、お名
前とメッセージを添えてもらいます。参加する子はこのチケ

（大阪いずみ市民生協とまと
ちゃん福祉基金助成事業）

ットと自己負担５００円で体験参加できる仕組みです。
また、月替わりでプロの講師にお越し頂いての体験講座に
追加料金なしで参加することもできます。
（プログラム予定…作詞作曲、五感を開くダンス、陶芸、
お洒落もんぺ、和菓子、カメラ、糸紡ぎ、木工、機織り、
草木染、ヘアメイク）

●就労継続支援 B 型事業 一般就労が困難ながらも働く意欲のある方が、自然豊か
「MUSUVIVA」

な環境の中でゆっくりと自分や人と向き合い、自分らしい

（今夏開所予定）

生き方・働き方を見つけていける働く場を創る準備を進め
ています。
誰もが持っている困りごとを、皆で支え合って暮らしていけ
る社会へ向けて、子どもから高齢者まで、様々な人が楽しく
無理なく関わり合える場を
創ります。

｜法人概要
法人名称

特定非営利活動法人 ASOVIVA

所在地

大阪府南河内郡千早赤阪村小吹 68-494 （登記場所変更申請中）

スクール所在地

大阪府南河内郡河南町寛弘寺 756

TEL

0721-21-6989

事業内容

・デモクラティックスクール事業
「デモクラティクスクール ASOVIVA!」
・生涯学習事業
「大人の ASOVIVA!」「わくわくビレッジプロジェクト」
・就労継続支援Ｂ型事業「MUSUVIVA」準備中

ホームページ

http://asovivaviva.org/
２０１９年４月に正式開校してから無事に１年を
過ごすことができました。皆さまからのご支援の
おかげで少しずつ環境が整い、子どもの数も増
えて参りました。有難うございます。

ASOVIVA!では、一般的な学び方とは違う選択をした子ども達が、自分達に必要な環境や学びは何
かを真剣に考えながらスクール作りに取り組んでいます。
その願いに応えていくことで、これからの社会に必要な環境、在り方が整っていくのではないか。子ど
も達は、とても大切なことを示してくれているのではないか。そう思えてなりません。子ども達が主体的
に学べる環境を作ることで、大人もまた、より主体的に自分を生きることを学び直しているようにも感じ
ています。
私達は、子ども達から日々生き生きと発せられる、「自分を生きる・社会を生きる」喜びを、ASOVIVA
から周囲へ、社会へと広げていけるよう努めて参ります。
今後とも、更なるご協力、ご支援を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

（文責 吉元かおり）

｜移転先での子ども達のようす
田舎のおばあちゃんの家に来たような、広々としたぬくもりのある古民家。
ここで子ども達は、時間が経つのも忘れるほど充実した時間を紡ぎ始めています。
多くの子が、「スマホを触る時間がなくなった」と話し、そんな自分に驚いています。
外との境界線が良い意味であいまいで、室内も屋外も存分に使って過ごしています。

