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しゃり通信

メンバー と保護者 が集
ま って バー ベキ ュー 大会
を 行い まし た︒ 木枯 らし
け をし たら ︑み んな で輪
に な って ︑ゲー ムで す ︒

き そば ︑ジ ャガ イモ にサ
ツ マイ モ︒ これ 以上 お腹
に 入り ませ ん！ あと 片付

ついに発行された﹁しゃ
り通 信﹂！ そ こで いき な
りですがやってほしいコー

コーナー募集！

受け てい ます ！大 きい 子
も小 さい 子も 負け るも ん
か！

初回 とし てさ せて いた だ
きます︒

フで す︒ では 最初 にそ ん
な筆 者を スタ ッフ 紹介 の

筆者って誰かって？あい
つで す︒ 和太 鼓打 てて 獅
子舞 が踊 れる あの ス タッ

まし たら ︑是 非筆 者ま で
ご連絡ください︒

定 期に なり ます が行 事内
容 や今 後や ってみ た い行

が とう ござ いま す︒ 感無
量 です ︒し ゃり通 信は 不

記 念す べ き し ゃ り 通 信
第 一号 の発 行に 多く の皆
様 に協 力い ただ いて あり

の本 音﹂ 等を 企画 して お ていこうと思 いますので︑
ります︒これら以外にも ︑ ど うぞ 宜し くお 願い いた
やっ て欲 しい 企画 があ り します︒

会社の新年会や︑幼稚園・
保 育園 など の行 事で 獅子

第 一号 が吹 いて 朝は とて
も 寒か った ので すが ︑前
写真は﹁猛獣狩りゲーム﹂
を 始め る とこ ろ︒﹁ 猛獣
狩 りを しよ う よ︑猛 獣狩

ナーを 募 集い たし ます ︒
今の とこ ろ考 えて いる 企

スタッフ紹介

昔来 てい たあ のス タ ッフ
の今 を探 る ﹁あの スタ ッ

日 の雨 はど こへ やら ︒日
が 照っ てい たの でぽ かぽ
か陽気でした︒
り をし よ うよ ︑てっ ぽう
はもってるよ︑ムチももっ

画は ︑行事 に 参加 して く
れる スタ ッフ を紹 介す る
﹁ス タッ フ紹 介﹂ ︑最 近

舞承ります︒
こんな感じで企画をやっ

しゃ りの お兄 さん ︑お
姉 さん は子 供と 遊ぶ のが

てるよ︑あっ！猛獣だ！﹂
ゲ ーム なの で勝 ち負 けが
あ るの です が ︑負け ると

は参加していないけれど︑ ①しゃりネームは？

フは今﹂︑初参加のスタッ
フの 本音 に迫 る﹁ 初参 加

大 好き ！子 供達 もお 父さ
ん ︑お 母さ んな ど見 向き
もせず︑遊びに夢中になっ

お 尻文 字罰 ゲ ームが 待ち

④初 めて しゃ りに 参加 し
たのはいつ？

もっと秘密です︒
③仕事は？
福祉系︒

事情により秘密です 皆(さ
ん私 が誰 だか 当て てみ ま
しょう )
②本名は？

ま ちし てお りま す︒ 最後
に お問 い合 わせ はメ ール

次回は１２月２０日ハー
ト フル クリ スマ スを 予定
し てお りま す︒参 加 をお

残 し今 後の 活動 の糧 にし
た いと 思い ます ので よろ
しくお願い致します︒

にご意見を いれていただ
く と助 かり ます ︒よ ろし
くお願い致します︒

shari@j310jp.com

の みの 対応 とな りま す︒
た くさ んの 問い 合わ せお
待ちしております︒

ウトされて︒
⑥何か一言︒

年に別 のボ ラン ティ
2005
アで ﹁は ぎさ ん﹂ にス カ

年春頃の研修会︒
2006
⑤し ゃり に参 加し た経 緯
は？

編集後記

て いま した ︒お 肉に ︑焼

事︑ スタ ッフ紹 介な どや
り たい こと はな んで も掲
載 して いき ます ︒文 面に

風の谷保育園にて

バーベキュー大会！
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