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№140  

 

201６年５月 コスモス会 
〒880-0805 
宮崎市橘通東 2 丁目 4－6 古賀ビル２Ｆ 
℡&Fax  0985-89-0336 

Ｅ－Mail  cosmos-ciao@jupiter.ocn.ne.jp 

 http://miyazaki-cosmos.jimdo.com/ 

 

５月例会＆総会を開きました。 

 

5 月に入っても雨の多い日が続いていましたが、この日は日差しも戻り、 

さわやかな一日でした。 

新しく、遠くから参加されたお母さん、「自分の地域にも親の会がないか探し 

たが、見つからなかった。やっとこの会を知り参加した」と語ります。 

「我が子が不登校やひきこもりになったとき､なぜ？と思い悩んだり､自分を 

責めてしまったことはありませんか？ 

コスモス会は、その名のように、小さな花びらを寄せ合って風にゆれるコスモスのように親たちが､揺れなが

らも支えあう､そんな会です。」 

コスモス会を紹介するときに、かならず使う文章です。 

あるお母さんは「子どもとの日々の中で、『信じて、任せて、待つ』ここにたどり着いた」と振り返ります。 

自問自答というけれど、親の会では、人の話にじっと耳を傾けながら、はっと、子どもの心、自分の心に気づ

くことがあるように思います。そして、人の話を真剣に聴いていると、いつの間にか自分のことを語りだしてい

ることにも気づくのです。 

三人寄れば文殊の知恵、集まれば知恵が湧き、集まれば力が湧くというもの、総会では世話人代表交代の意向

が出され、様々な意見が出されました。新しい人が決まらず、しばらく代表不在となりますが、次回の例会で引

き続き話し合い、決まることになると思います。連絡先は通信表記の電話番号とメールアドレスになります。よ

ろしくお願いします。 

 

 

 

登校拒否・不登校問題 

全国のつどい in 兵庫 

 

とき；8月 27（土）12：00～ 

28日（日）4：00 

ところ；神戸市垂水区 

シーサイドホテル舞子ビラ神戸 

講演；広木克之さん（神戸大学名誉教授） 

語り合おう 学びあおう 

  子どもたちをまんなかに 

mailto:cosmos-ciao@jupiter.ocn.ne.jp
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収　入 １5年決算 備考

前年度繰越金 387,566

会費 126,000 会費納入3,000円×42口

寄付金 38,000 個人6名

助成金 342,440 コープ共済

雑収入 66,286
青木先生講演資料代
青木先生本代利益等

家賃分担金 265,000

利息 71 利息

合計 1,225,363

支　出 １5年決算 備考

事務費 61,933

用紙代･資料・通信印刷
代

通信費 157,950 こすもす通信発送費

使用料・賃貸料 430,930 ロッカー代・家賃など

全国連絡会へ 5,000 15年団体会費

研修費 191,520
講師謝礼、交通費
講演会スタッフ弁当代

会議費 5,140 お茶菓子代

振込手数料 1,376

交際費 33,200 講師食事代など

備品

繰出し金 0

次年度繰越金 338,314

合計 1,225,363

コスモス会2015年度決算書

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前年度繰越 657,935 ２０１４年度年度繰越金

利用料 272,000 居場所利用料７名

寄付 1,450,000 寄付金３名

事業費 48,158

手芸部益金12,100円
田んぼ益金4,500円
パン事業益金24,514円
お茶事業益金7,044円

雑費 1,423
コピー利用代等１３００円利息１
２３円

居場所事業益金 1,200 絵葉書販売手数料

戻り入れ金 1,400 賃金返金

合計 2,432,116

収入

コスモス会チャオ２０１５年度決算

居場所事業費 4,408 パズル、ゲームソフト購入費

研修費 10,000 つどい参加補助１名

事業費 500 田んぼ果物代

需用費 53,165
電気代４２，９７５
ガス代１０，１９０

消耗品費 1,304 紙コップ代

使用料・賃借料 109,188
３階家賃79,188円
田んぼオーナー代３０，０００円

賃金 1,292,400
スタッフ賃金１，２００，０００円
利用者賃金９２４００円

通信運搬費 90,072 インターネット代

役務費 3,024 家賃等振込手数料

払戻金 36,000 利用料払い戻し２名×６か月

分担金 132,000
２階家賃分担金２階家賃１３２，０００
(月額35,000円のうち12,000円)

繰越金 700,055 次年度繰越金

合計 2,432,116

支出

2016年度より、 

① コスモス会会計とチャオ会計を統合する。 

②各事業(お茶・手芸・パン）会計はそれぞれ会計

を行い事業益金として繰り入れる。 

このことが決定されました。 
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いまこそ、子どもの心をもう一度しっかり見つめていかなければ 

被災地 熊本Ｓさんより  

 

コスモス会の会員で、熊本に引っ越され、今回の地震で被災されたＳさん

から、4月25日「こすもす通信が届いた」と、コスモス会にメールがありまし

た。通信を発送したのが、その夜熊本で震度 7の前震が起きた 4月 14日

です。それから本震の起きた 16日未明を過ぎ、それでも 10日間で届いた

ようです。さすが日本の郵便＼(^-^)／ このメールにみんなが逆に励まさ

れました。 

以下、Ｓさんからのメールです。 

「 昨日、 コスモス通信届きました。子どもの心を大切に尊重し、

そこが全ての活動の中心で あるという揺るがないコスモス会の方向

は、いろいろな嬉しいできごとをうみだしているね。 小さい変化かも

しれないけど、小さい変化に大人が気づけるのが子ども達の励みだ

ね。 また、そこを静かに受け止めて、さらに支えていくという、ああ、

もう一回子育てがしたい。 今だったら、もっと、子どもの心を受け止められるのにと思いますが、そうではなく

て、 いまこそ、子育てというか、子どもの心をもう一度しっかり見つめていかなければと思います。    

メールの情報ありがとう。耳にしていたことだったけど、読んでみて頭の中が少 しすっきり。 罹災証 明やい

ろいろ一歩ずつ始めなくちゃ、今日、ポストにボランティア依頼の申込書が 入っていた。家の片づけも手伝って

もらおうかな… と思っています。    

こんなことがあって、マンションで親しく話せるようになった人が何人かできました。 高齢者 が多いので避

難所の生活に皆さんお疲れが出ているようです。私は本棚や立っている ものが 全部倒れたけど、ケガもしなか

ったし、まだまだがんばれるぞ。なにしろ、ここを 立ち退 きに なったら困るけど、いい流れに乗れるようにと

願っています。   

 みなさまも身体に気をつけてお過ごしください。 4 月も終わりですが今年は妙に冷え 冷えとした日が続きま

す。   Ｓより 」 

 

 全国連絡会・コスモス会の仲間たちから義援金 

 

さっそく、コスモス会で義援金を呼びかけたところ、登校拒否・不登校問題全国連絡会の事務局を務める近畿ブロック

のみなさんから、また、コスモス会の仲間たちからもたくさんの義援金が寄せられました。 

1995年阪神淡路大震災が起きた年に「登校拒否・不登校問題全国連絡会」は発足しました。 

全国連絡会は「ひとりぼっちで悩む親や教師がなくなるよう、お互いに支えあい励ましあう」ことをかかげています。会員

ひとりひとりを大切にと心がけ、ニュースや「全国のつどい」など、交流を中心にすえた活助を続けています。 

 Ｓさんが熊本に越した時、「マンションから見えるこの街にも一人ぼっちで悩んでいる人がいるはず。つながりたい」と、

手紙が届いたことがあります。 

 義援金が届き、お礼の電話がＳさんからありました。Ｓさんは全国連義援金名簿の名前を挙げながら宮崎での「つど

い」を懐かしんでいました。マンションの水のタンクが壊れており、洗濯や飲料水、お風呂などに不自由していること、そ

れでも「何とかなっている、もっと大変な人がいるのにすまない」とも。 

 

勇志国際高校へも義援金  

コスモス会の子どもさんも何人かお世話になった、勇志国際高校の職員や生徒さんのご家庭も被災された方が多いこと

をお聞きし、わずかですが義援金を贈らせていただきました。 

一日も早い復興を願わずにはいられません。ご協力くださったみなさまへ心からお礼申し上げます。 

 

2016年 04月 16日の震源リスト 
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今後の例会等日程 

6/11（土） ６月例会 コスモス会事務所（橘通東2－4－6 古賀ビル 2F） 

７ / ９ （ 土 ）

 総 会

&5 月例会 宮

崎市民プラザ 4

階 小会議室 

 

 

７月例会 コスモス会事務所（橘通東2－4－6 古賀ビル 2F） 

８/27（土） 

・28（日） 

登校拒否・不登校問題全国のつどい in 神戸 

例会はお休みします 

９/11（土） ９月例会 場所未定 

６月例会のお知らせ 

６月 11（土）13 時 00 分～1６時 30 分 

コスモス会事務所（橘通東 2－4－6 古賀ビル 2F） 

 会場が変わっています。ご注意を！！ 

コスモス会に何を望むのか、話し合います。 

 

７月９日（土）13 時～コスモス会事務所（橘通東 2－4－6 古賀ビ

ル 2F）会場が変わっています。ご注意を！！ 

 

 

相談・訪問（アウ

トリーチ） 

まずはご相談を。 

ご希望の方はコ

スモス会まで。 

実費をいただき

ます。 

28年度の会費納入をお願いします。 

年会費 3,000円 内訳（会費・寄付・その他）をお書きください。 

郵便振替口座   口座番号 01780-1-132375      口座名称 コスモス会  

他金融機関からの振り込みは 一七九（イチナナキュウ）店（179）当座0132375 

相談 

財政の都合により相談料

をいただくことになりま

した。ご理解ください。 

会員外 3,000円 

会員  2,000円 

日 月 火 水 木 金 土
15 16 17 18 19 20 21

発送作業

若者話し合い

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

5/6月スケジュール

居場所
チャオ

居場所
チャオ

母親大会

居場所
チャオ

ママの会
マルシェ

居場所
チャオ

居場所
チャオ

パン作り

例会
居場所
チャオ


