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お兄さんお姉さんとお楽しみ会

【参加者の感想

・きもだめしがめっちゃたのしかった。すいかわりがすごくたのしかったです。はなびがびっくりした。びんごとみんなといっしょ

にねる。ざぜんがきんちょうしました。バーベキューがおもしろかった。みんなといっしょにあえてよかったです。＜１年＞

・肝試しがさいしょどきどきしてて、いとこがくっついてばっかりだったけどだんだんおばけのことを見ずにおばけになれてよかっ

たです。またこんどお寺にとまる日がきたらやりたいなとおもいます。＜２年＞

・はじめてあって遊んだけど仲よくなってうれしかった。きもだめしも２人でいったからおもしろ

・むずかしかったことむずかしかったことむずかしかったことむずかしかったこと

なかなかゆうきがでなかったけど、どんどんすすんでいくうちにたのしくなった。

雨がふってたいへんだった。

といっしょにももやパイナップルがながれていておもしろかった。

った。＜４年＞

・肝試しで途中（おねえさん）オバケに水ふうせんをなげられて足がびちょびちょになったけどとても楽しかったです。また来たい

です！バーベキューもいっぱい食べました！＜５年＞

・バーベキューでとても肉を食べれて楽しかったです。坐禅のときにつかれたけどいろいろなものを感じました。とてもいい経験で

きてとても楽しくよかったです。＜６年＞

・同級生と一緒にホテルで泊まるのではなく、小学生たちとお寺に泊まったので、とても雰囲気が違っていて、とても貴重な体験に

なりました。昔に何回か行った覚えがありますが、昨日と今日ずっと小学生と一緒にいて世話をするのが大変だと痛感しました。（笑

い）お寺でやったことは全部楽しかったです。いい思い出ができました。ありがとうございました。＜高２＞

・流しそうめんやバーベキューなど夏らしいことができて良かった。とても楽しかった。また、子ども達が小学校も違うのに、とて

も仲よくできていたことに驚いた。感心した。個人的には、初

った。
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きてとても楽しくよかったです。＜６年＞

・同級生と一緒にホテルで泊まるのではなく、小学生たちとお寺に泊まったので、とても雰囲気が違っていて、とても貴重な体験に

なりました。昔に何回か行った覚えがありますが、昨日と今日ずっと小学生と一緒にいて世話をするのが大変だと痛感しました。（笑

い）お寺でやったことは全部楽しかったです。いい思い出ができました。ありがとうございました。＜高２＞

・流しそうめんやバーベキューなど夏らしいことができて良かった。とても楽しかった。また、子ども達が小学校も違うのに、とて

も仲よくできていたことに驚いた。感心した。個人的には、初

った。＜学生＞ 

朝の清掃、境内の掃き掃除

爽やかな朝、体を整え、心静かに行う坐禅

お兄さんお姉さんとお楽しみ会

参加者の感想】（できるだけ原文を変えずに掲載）

・きもだめしがめっちゃたのしかった。すいかわりがすごくたのしかったです。はなびがびっくりした。びんごとみんなといっしょ

にねる。ざぜんがきんちょうしました。バーベキューがおもしろかった。みんなといっしょにあえてよかったです。＜１年＞

・肝試しがさいしょどきどきしてて、いとこがくっついてばっかりだったけどだんだんおばけのことを見ずにおばけになれてよかっ

たです。またこんどお寺にとまる日がきたらやりたいなとおもいます。＜２年＞

・はじめてあって遊んだけど仲よくなってうれしかった。きもだめしも２人でいったからおもしろ

むずかしかったことむずかしかったことむずかしかったことむずかしかったこと；坐禅、たのしかったことたのしかったことたのしかったことたのしかったこと

なかなかゆうきがでなかったけど、どんどんすすんでいくうちにたのしくなった。

雨がふってたいへんだった。おたのしみかいについておたのしみかいについておたのしみかいについておたのしみかいについて

といっしょにももやパイナップルがながれていておもしろかった。

・肝試しで途中（おねえさん）オバケに水ふうせんをなげられて足がびちょびちょになったけどとても楽しかったです。また来たい

です！バーベキューもいっぱい食べました！＜５年＞

・バーベキューでとても肉を食べれて楽しかったです。坐禅のときにつかれたけどいろいろなものを感じました。とてもいい経験で

きてとても楽しくよかったです。＜６年＞

・同級生と一緒にホテルで泊まるのではなく、小学生たちとお寺に泊まったので、とても雰囲気が違っていて、とても貴重な体験に

なりました。昔に何回か行った覚えがありますが、昨日と今日ずっと小学生と一緒にいて世話をするのが大変だと痛感しました。（笑

い）お寺でやったことは全部楽しかったです。いい思い出ができました。ありがとうございました。＜高２＞

・流しそうめんやバーベキューなど夏らしいことができて良かった。とても楽しかった。また、子ども達が小学校も違うのに、とて

も仲よくできていたことに驚いた。感心した。個人的には、初

朝の清掃、境内の掃き掃除    

爽やかな朝、体を整え、心静かに行う坐禅

お兄さんお姉さんとお楽しみ会  

（できるだけ原文を変えずに掲載）

・きもだめしがめっちゃたのしかった。すいかわりがすごくたのしかったです。はなびがびっくりした。びんごとみんなといっしょ

にねる。ざぜんがきんちょうしました。バーベキューがおもしろかった。みんなといっしょにあえてよかったです。＜１年＞

・肝試しがさいしょどきどきしてて、いとこがくっついてばっかりだったけどだんだんおばけのことを見ずにおばけになれてよかっ

たです。またこんどお寺にとまる日がきたらやりたいなとおもいます。＜２年＞

・はじめてあって遊んだけど仲よくなってうれしかった。きもだめしも２人でいったからおもしろ

たのしかったことたのしかったことたのしかったことたのしかったこと

なかなかゆうきがでなかったけど、どんどんすすんでいくうちにたのしくなった。

おたのしみかいについておたのしみかいについておたのしみかいについておたのしみかいについて

といっしょにももやパイナップルがながれていておもしろかった。

・肝試しで途中（おねえさん）オバケに水ふうせんをなげられて足がびちょびちょになったけどとても楽しかったです。また来たい

です！バーベキューもいっぱい食べました！＜５年＞

・バーベキューでとても肉を食べれて楽しかったです。坐禅のときにつかれたけどいろいろなものを感じました。とてもいい経験で

きてとても楽しくよかったです。＜６年＞ 

・同級生と一緒にホテルで泊まるのではなく、小学生たちとお寺に泊まったので、とても雰囲気が違っていて、とても貴重な体験に

なりました。昔に何回か行った覚えがありますが、昨日と今日ずっと小学生と一緒にいて世話をするのが大変だと痛感しました。（笑

い）お寺でやったことは全部楽しかったです。いい思い出ができました。ありがとうございました。＜高２＞

・流しそうめんやバーベキューなど夏らしいことができて良かった。とても楽しかった。また、子ども達が小学校も違うのに、とて

も仲よくできていたことに驚いた。感心した。個人的には、初

     作法を学びながらいただく朝粥

爽やかな朝、体を整え、心静かに行う坐禅

    長～い樋を流れるソーメン！

（できるだけ原文を変えずに掲載）

・きもだめしがめっちゃたのしかった。すいかわりがすごくたのしかったです。はなびがびっくりした。びんごとみんなといっしょ

にねる。ざぜんがきんちょうしました。バーベキューがおもしろかった。みんなといっしょにあえてよかったです。＜１年＞

・肝試しがさいしょどきどきしてて、いとこがくっついてばっかりだったけどだんだんおばけのことを見ずにおばけになれてよかっ

たです。またこんどお寺にとまる日がきたらやりたいなとおもいます。＜２年＞

・はじめてあって遊んだけど仲よくなってうれしかった。きもだめしも２人でいったからおもしろ

たのしかったことたのしかったことたのしかったことたのしかったこと；バーベキュー、花火、スイカわり

なかなかゆうきがでなかったけど、どんどんすすんでいくうちにたのしくなった。

おたのしみかいについておたのしみかいについておたのしみかいについておたのしみかいについて；びんごにはならなかったけどたのしかった。

といっしょにももやパイナップルがながれていておもしろかった。

・肝試しで途中（おねえさん）オバケに水ふうせんをなげられて足がびちょびちょになったけどとても楽しかったです。また来たい

です！バーベキューもいっぱい食べました！＜５年＞ 

・バーベキューでとても肉を食べれて楽しかったです。坐禅のときにつかれたけどいろいろなものを感じました。とてもいい経験で

・同級生と一緒にホテルで泊まるのではなく、小学生たちとお寺に泊まったので、とても雰囲気が違っていて、とても貴重な体験に

なりました。昔に何回か行った覚えがありますが、昨日と今日ずっと小学生と一緒にいて世話をするのが大変だと痛感しました。（笑

い）お寺でやったことは全部楽しかったです。いい思い出ができました。ありがとうございました。＜高２＞

・流しそうめんやバーベキューなど夏らしいことができて良かった。とても楽しかった。また、子ども達が小学校も違うのに、とて

も仲よくできていたことに驚いた。感心した。個人的には、初

作法を学びながらいただく朝粥

爽やかな朝、体を整え、心静かに行う坐禅         

長～い樋を流れるソーメン！

（できるだけ原文を変えずに掲載） 

・きもだめしがめっちゃたのしかった。すいかわりがすごくたのしかったです。はなびがびっくりした。びんごとみんなといっしょ

にねる。ざぜんがきんちょうしました。バーベキューがおもしろかった。みんなといっしょにあえてよかったです。＜１年＞

・肝試しがさいしょどきどきしてて、いとこがくっついてばっかりだったけどだんだんおばけのことを見ずにおばけになれてよかっ

たです。またこんどお寺にとまる日がきたらやりたいなとおもいます。＜２年＞

・はじめてあって遊んだけど仲よくなってうれしかった。きもだめしも２人でいったからおもしろ

；バーベキュー、花火、スイカわり

なかなかゆうきがでなかったけど、どんどんすすんでいくうちにたのしくなった。

；びんごにはならなかったけどたのしかった。

といっしょにももやパイナップルがながれていておもしろかった。おとまりについておとまりについておとまりについておとまりについて

・肝試しで途中（おねえさん）オバケに水ふうせんをなげられて足がびちょびちょになったけどとても楽しかったです。また来たい

・バーベキューでとても肉を食べれて楽しかったです。坐禅のときにつかれたけどいろいろなものを感じました。とてもいい経験で

・同級生と一緒にホテルで泊まるのではなく、小学生たちとお寺に泊まったので、とても雰囲気が違っていて、とても貴重な体験に

なりました。昔に何回か行った覚えがありますが、昨日と今日ずっと小学生と一緒にいて世話をするのが大変だと痛感しました。（笑

い）お寺でやったことは全部楽しかったです。いい思い出ができました。ありがとうございました。＜高２＞

・流しそうめんやバーベキューなど夏らしいことができて良かった。とても楽しかった。また、子ども達が小学校も違うのに、とて

も仲よくできていたことに驚いた。感心した。個人的には、初めての坐禅が思っていたよりきつかった。でも、とても良い経験にな

作法を学びながらいただく朝粥

         

長～い樋を流れるソーメン！   

・きもだめしがめっちゃたのしかった。すいかわりがすごくたのしかったです。はなびがびっくりした。びんごとみんなといっしょ

にねる。ざぜんがきんちょうしました。バーベキューがおもしろかった。みんなといっしょにあえてよかったです。＜１年＞

・肝試しがさいしょどきどきしてて、いとこがくっついてばっかりだったけどだんだんおばけのことを見ずにおばけになれてよかっ

たです。またこんどお寺にとまる日がきたらやりたいなとおもいます。＜２年＞ 

・はじめてあって遊んだけど仲よくなってうれしかった。きもだめしも２人でいったからおもしろ

；バーベキュー、花火、スイカわり

なかなかゆうきがでなかったけど、どんどんすすんでいくうちにたのしくなった。 いがいだったこといがいだったこといがいだったこといがいだったこと

；びんごにはならなかったけどたのしかった。

おとまりについておとまりについておとまりについておとまりについて；いろいろなこともあったけどまたきたいと思

・肝試しで途中（おねえさん）オバケに水ふうせんをなげられて足がびちょびちょになったけどとても楽しかったです。また来たい

・バーベキューでとても肉を食べれて楽しかったです。坐禅のときにつかれたけどいろいろなものを感じました。とてもいい経験で

・同級生と一緒にホテルで泊まるのではなく、小学生たちとお寺に泊まったので、とても雰囲気が違っていて、とても貴重な体験に

なりました。昔に何回か行った覚えがありますが、昨日と今日ずっと小学生と一緒にいて世話をするのが大変だと痛感しました。（笑

い）お寺でやったことは全部楽しかったです。いい思い出ができました。ありがとうございました。＜高２＞

・流しそうめんやバーベキューなど夏らしいことができて良かった。とても楽しかった。また、子ども達が小学校も違うのに、とて

めての坐禅が思っていたよりきつかった。でも、とても良い経験にな

作法を学びながらいただく朝粥  自由時間、お姉さんとトランプ

         エイッ！

    お泊まり会を振り返ってます

・きもだめしがめっちゃたのしかった。すいかわりがすごくたのしかったです。はなびがびっくりした。びんごとみんなといっしょ

にねる。ざぜんがきんちょうしました。バーベキューがおもしろかった。みんなといっしょにあえてよかったです。＜１年＞

・肝試しがさいしょどきどきしてて、いとこがくっついてばっかりだったけどだんだんおばけのことを見ずにおばけになれてよかっ

・はじめてあって遊んだけど仲よくなってうれしかった。きもだめしも２人でいったからおもしろかった。＜３年＞

 たのしかったことたのしかったことたのしかったことたのしかったこと

いがいだったこといがいだったこといがいだったこといがいだったこと

；びんごにはならなかったけどたのしかった。

；いろいろなこともあったけどまたきたいと思

・肝試しで途中（おねえさん）オバケに水ふうせんをなげられて足がびちょびちょになったけどとても楽しかったです。また来たい

・バーベキューでとても肉を食べれて楽しかったです。坐禅のときにつかれたけどいろいろなものを感じました。とてもいい経験で

・同級生と一緒にホテルで泊まるのではなく、小学生たちとお寺に泊まったので、とても雰囲気が違っていて、とても貴重な体験に

なりました。昔に何回か行った覚えがありますが、昨日と今日ずっと小学生と一緒にいて世話をするのが大変だと痛感しました。（笑

い）お寺でやったことは全部楽しかったです。いい思い出ができました。ありがとうございました。＜高２＞

・流しそうめんやバーベキューなど夏らしいことができて良かった。とても楽しかった。また、子ども達が小学校も違うのに、とて

めての坐禅が思っていたよりきつかった。でも、とても良い経験にな

自由時間、お姉さんとトランプ

エイッ！ スイカ割れたかな？

お泊まり会を振り返ってます

・きもだめしがめっちゃたのしかった。すいかわりがすごくたのしかったです。はなびがびっくりした。びんごとみんなといっしょ

にねる。ざぜんがきんちょうしました。バーベキューがおもしろかった。みんなといっしょにあえてよかったです。＜１年＞

・肝試しがさいしょどきどきしてて、いとこがくっついてばっかりだったけどだんだんおばけのことを見ずにおばけになれてよかっ

かった。＜３年＞

たのしかったことたのしかったことたのしかったことたのしかったこと；きもだめし

いがいだったこといがいだったこといがいだったこといがいだったこと；バーベキューのとちゅうに

；びんごにはならなかったけどたのしかった。ながしそうめんについてながしそうめんについてながしそうめんについてながしそうめんについて

；いろいろなこともあったけどまたきたいと思

・肝試しで途中（おねえさん）オバケに水ふうせんをなげられて足がびちょびちょになったけどとても楽しかったです。また来たい

・バーベキューでとても肉を食べれて楽しかったです。坐禅のときにつかれたけどいろいろなものを感じました。とてもいい経験で

・同級生と一緒にホテルで泊まるのではなく、小学生たちとお寺に泊まったので、とても雰囲気が違っていて、とても貴重な体験に

なりました。昔に何回か行った覚えがありますが、昨日と今日ずっと小学生と一緒にいて世話をするのが大変だと痛感しました。（笑

い）お寺でやったことは全部楽しかったです。いい思い出ができました。ありがとうございました。＜高２＞ 

・流しそうめんやバーベキューなど夏らしいことができて良かった。とても楽しかった。また、子ども達が小学校も違うのに、とて

めての坐禅が思っていたよりきつかった。でも、とても良い経験にな

自由時間、お姉さんとトランプ

スイカ割れたかな？

お泊まり会を振り返ってます

・きもだめしがめっちゃたのしかった。すいかわりがすごくたのしかったです。はなびがびっくりした。びんごとみんなといっしょ

にねる。ざぜんがきんちょうしました。バーベキューがおもしろかった。みんなといっしょにあえてよかったです。＜１年＞ 

・肝試しがさいしょどきどきしてて、いとこがくっついてばっかりだったけどだんだんおばけのことを見ずにおばけになれてよかっ

かった。＜３年＞ 

；きもだめし、 

；バーベキューのとちゅうに

ながしそうめんについてながしそうめんについてながしそうめんについてながしそうめんについて；めん

；いろいろなこともあったけどまたきたいと思

・肝試しで途中（おねえさん）オバケに水ふうせんをなげられて足がびちょびちょになったけどとても楽しかったです。また来たい

・バーベキューでとても肉を食べれて楽しかったです。坐禅のときにつかれたけどいろいろなものを感じました。とてもいい経験で

・同級生と一緒にホテルで泊まるのではなく、小学生たちとお寺に泊まったので、とても雰囲気が違っていて、とても貴重な体験に

なりました。昔に何回か行った覚えがありますが、昨日と今日ずっと小学生と一緒にいて世話をするのが大変だと痛感しました。（笑

・流しそうめんやバーベキューなど夏らしいことができて良かった。とても楽しかった。また、子ども達が小学校も違うのに、とて

めての坐禅が思っていたよりきつかった。でも、とても良い経験にな

自由時間、お姉さんとトランプ 

スイカ割れたかな？ 

お泊まり会を振り返ってます 

・きもだめしがめっちゃたのしかった。すいかわりがすごくたのしかったです。はなびがびっくりした。びんごとみんなといっしょ

 

・肝試しがさいしょどきどきしてて、いとこがくっついてばっかりだったけどだんだんおばけのことを見ずにおばけになれてよかっ

；バーベキューのとちゅうに

；めん

；いろいろなこともあったけどまたきたいと思

・肝試しで途中（おねえさん）オバケに水ふうせんをなげられて足がびちょびちょになったけどとても楽しかったです。また来たい

・バーベキューでとても肉を食べれて楽しかったです。坐禅のときにつかれたけどいろいろなものを感じました。とてもいい経験で

・同級生と一緒にホテルで泊まるのではなく、小学生たちとお寺に泊まったので、とても雰囲気が違っていて、とても貴重な体験に

なりました。昔に何回か行った覚えがありますが、昨日と今日ずっと小学生と一緒にいて世話をするのが大変だと痛感しました。（笑

・流しそうめんやバーベキューなど夏らしいことができて良かった。とても楽しかった。また、子ども達が小学校も違うのに、とて

めての坐禅が思っていたよりきつかった。でも、とても良い経験にな



・今回は人数が多く全体を見渡しながら行動するのが大変でしたが、どの場面でも子どもたち同士でダメなところはダメと注意し合

う姿が見られ、助けられました。子どもたちの各々の要求に適切に対応するのが難しく、接し方の勉強にもなりました。いつも家に

こもっているだけなので、夏らしいことができてとても満足しています。ありがとうございました。＜学生＞ 

 

＜ＭＩＮＴＯＭＯ日本語教室＞ 

 

 

「欲しかった自由と時間持て余す」「起きたけど寝るまで特に用もなし」。そこまではいかないとしても、何

かしたいと思っている人は多いはずだ。特に阪神淡路大震災の後、脚光を浴びるようになったボランティア

も、その何かの候補の一つだろう。 

 毎月、第一と第三土曜日の９時半になると、湘南台市民センターにＭＩＮＴＯＭＯの仲間が集まって来る。
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その語源は夜長月（よながつき）の略の説、長雨月（ながめつき）の略、

穂長月（ほながつき）の略、名残月（なこりのつき）の転じたもの等いろいろな説があるが、夜長月が有力ら 

。そのせいか中秋の 

その真ん中の８月１５日 

といい、毎月ある満月の中でも澄んだ秋空に 

この習わし 

愛着が生まれていたのだ。書いている間、ゆるやかに、やさしいハートビートにのって、ＭＩＮ

（文責：阿部） 

ペルーから来ました。その時自分の国の生活がテロ

１年半後日本で生活し

全く通用しなかったので勉強したかった。なかな

娘がノルマさんのスペイン語教室に通っていたので１０年ぐらい前から知

った２年前の９月からここに来

いつも新しいことを覚えています。日本語や日

 

 

 

その語源は夜長月（よながつき）の略の説、長雨月（ながめつき）の略、 

 

 

 

 


