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身につrt難 llT,o習 慣こ締除じたい 7● 0習 慣
米国の精神科医、ウイリアム、グラッサーが唱えた「選択理論」:よ 私たちの行動は、外からの
tll激 にどう反応するのが最良か、毎日判断することで成り立っているという考え方です。
そのため、人間 1人 ひとりの行動Iま 、他人に無理強いされても、変えられないというのです。
「こんな形で生きたいJと 思うイメージをもつていて、そこに近づ くよう行動を
私たちiま 「上質世界Jと いう、
選択 しています。
たとえば一緒にいたい人、所有 したり、経験 したりしたい、ことなどが含まれています。
私たちは当然、他人から影響を受けますが、それば配偶者や親友など、上質世界に含まれている
人からの影響が大きいという意味です。
私たちが、誰を自分の上質世界に入れる力ヽま、様々な付き合いの中で決めています。
興味深いのIま 、この上質世界に、いつたん誰かを入れても、付き合う間に「あることJを
され続けると、その人を上質世界から追い出すのです。
それ力竃群轟者ならば離婚となるし、親友ならば、単なる友人に格下:ザ か絶交することになります。
「相手からコントロールされるJこ とです。
その「あること」とIよ 、
具体的にiま
C康 する C脅 す
②費める
① 批判する
⑦ 目先の褒美で釣る
⑥ガミガミ言う
⑤度旬を言う
でグラッサー博士はこれを「致命的な七つの習慣菫 と名付iす ました。
で1ま 、この習慣に陥 らずに相手から信頼されるには、どうすればいいでしょう。
グラッサー博±1よ 、相手に対して
④尊敬する
③励ます
C支 援する
① 聴する
C意 見の違いを交渉する
⑥受容する
⑤信頼する
を提唱 し、これを「身につけたい七つの習慣uと 呼んでいます。
これらの行動原Elliま 、夫婦や友人の関係だlfで なく、親子や企業の上司、部下の関係にもあてはまります。
上質世界 というと分 りにくいのですが、
要:ま 、相手を無条件に信頼出来るかどうかを私たちIま 常に相手の言動などから、判断 しているということです。
そして、自分をコン トロールしようとする人iま 、なるべ く遠ざけようとしているのです。
「身につ!すたい 7つ の習慣Jを 行動の基盤とし
「致命的な七つの習慣Jを 自分の行動から排除することを心がIす ていきたいと思います。
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※9月 の「広報 しながわ」掲載日より応募受付をいたします。

2012年 度活動報告
2012年 度の活動!よ 、10周 年イベ ン ト終了後、新たな気持ちで臨んでいくスター トの年となりました。何年か
運営に関わる会員に加え大学卒業後も、忙 しい時間を瓢き、会議に参加 し意見を出す若者の存在があつたこと
で、硬 さ力澪目らぎ、新鮮な、意見が飛び交 う会議を持てるようにな り、明るい未来へ船出することができまし
た。
継続に関 して:よ 、研修部会での内容検討と、会員相互の協力体制で、充実 した研修 となっています。
「受け手・サポーター養成講座」とし、受￨サ 手だ!サ でなくサポー トして くれる人も養成
今年度の養成研修Iよ 、
しました。会員だIす では回 りきらない所にサポーターカ湧覆
わ り、活動がより円滑になってきました。
しながわチャイル ドラインの 2012年 度の総受信数 4.082件 、内、発語あり 1, 506件 、発語な し2,

576件 です。 (フ リーダイヤル 2505件 、直通 1577件 です

)

数字を見ると電話 を掛けてきた子どもIよ 、電話が繋がつても、す ぐに自分から議を し始めるの1ま 難 しいのかも
しれません。 1人 で悩んだ り考えた り書 しんだ りしている子どもの心が、 2,576件 もの発語な しの数字に
見えてきます。
人間関係や、家庭の問題、性の話が 多くを占めますが、動機に関 してIよ 「聴 いてほ しい 。誰かと繋が つていた
いJと い う子どもが 60%弱 と圧倒的です。
通話時間に関 してIま 、長いもの￨ま 1時間以上のものもありますが、だいたい 1分 〜 15分 以です。
レドライン電話概要」をご覧 ください。
講 しく￨よ 「 ̀12年 度 しながわチャイメ

小学校時代は、親も子どもに目を配 つていても、中高校生になると、思春期 ということも相まり、子どもが
扱 じヽこくくなった り、もう中学生だか ら、高校生だか ら、と、油断をして しまうのか 目を離 しがちになってし
まいますょ子どもたちの「誰にも語せない」「親にも心配を掛 Iす たくないJと いう優 しさが、誰にも議が出来ず
に一人で苦 しんでいる電話となっているよ うです。
今年度 !ま い じめによる自殺者が後を絶たず、国内でも多くの子 どもが犠牲になつています。品∫
::区 内におい
ても数件のいじめによる自殺者が出ています。 こどもが、死にたい、と思つたとき、チャイル ドラインが少 し
でも1可か役に立 ち、心に寄 り添 つていかれる活動 を続 :す 努力していきます。
★★★★★最後 に、当会の活動を当初から応援 して くださり、養成研修等でもお世話になりました、
立正大学名誉教授「楡本満生先生」が昨年 12月 に逝去されました。よちよち歩きの頃か ら、しながわチャイ
ル ドラインの活動を、応援 して下 さつた先生のご冥福を心よりお祈 りするとともに、
会員―同心より感謝申し上げます。本当にありがとうございました。

事務局長 徳江 安子

私 とチャイメ
レドライン
◎私 とチ ャイル ドライ ン
私:よ 現在晶チャイに 10期 の受け手として参加 し 1年 にな りますが、いろんな子の話を聴き、毎回聴 くことの
難 しさや大切さを感 じながら電話を受けています。
また何国か レシー トキャンペーンにも参加 しま した。声 を出 してお店に立つ中で、 レシー トを入れて くれる
「品J::￨ま 素敵な町だなぁ…」 と毎日心が温まっているのですが、まだチャイル ドラインについて知ら
方が多く、
ないという方が多いのかなとい う印象も受けました。少 しのきっか :ナ ではあると思いますが、そうした接点か
らもボランティアとして参加 して くれる人の支援、子どもについて関心をもって くれる方が増えるといいなと
思 いま した。
KIWA・ NAKASIMA

◎ しながわチャイメ
レドラインに出会えて良か つた
私が S銀 の研修を受けたきっかけ:よ 、平成 24年 9月 20日 に行われた冨1島 賢和先生の「こころの声が言葉
になる」の講演でした。
「さいかち学撤」の子ども達の話Iま とても幸いものでした。少しでも子ども達の役に立
.

ちたいと強く思い、養成研修を申し込みました。
初めて参加 した際大変驚きました。時間のある中高年者が多いだろうと思つていましたが、学生さん、若い
社会人、子育て中のママさん達と若い方々ばか りで、私Iま 少々居ずらい思いをしていました。私Iま 子育て中に
ボランティアに参加 してみよう等と￨ま 全く思いもしなかったので、若い方々の意識と行動力に1ま 感心致 しまし
た。
10回 に及ぶ研修でIま 質の高い勉強をさせて頂き、感謝すると共にすばらしい研修を企画できる SCHに 感服
いた しました。多岐にわたる学習をして、頭の中で￨ま 分つているつもりでも日―ルプレイに臨むと先輩方から
多くのご指摘を頂き「なるほどJと 反省することばか りでした。そして、
「受け手Jの 許可を頂いた時:よ その重
みを理解するよりも何よりも嬉 しくて仕方ありませんでした。色々な場面で出会う SCHの 先輩方の原動力に驚
くと共に、皆様の連帯感や和やかさにとても居心地の良い思いをさせていただいております。
まだ 2回 しか受け手をしてお りません力ヽ 私が想像 していた以上に書 しい状況に身を置いている「子どもJ、
不安な気持ちを持つている「子どもJ、 淋しさを味わっている「子ども」が多い事に驚いています。相手が見え
ない電話を通して、声の調子、使われる言葉、問合い、時には沈黙に心を寄せて聴 く事は大変難 しい事で
研鑽を積んで少 しでも子どもに近付きたいと思っております。

MIKIKO= KAMIMURA
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◎私 とチャイル ドライ ン

私 にとつてチャイル ドライ ンの活動 Iま
学んだ り考えさせ られた りし

子どもや仲間から1可 か を教わ つた り
またそれをいろいろな年齢の伸間 と共有でき、

KESAMI

さらに楽 しい活動です。

・

KOBAYASI

◎イオ ン幸せの黄色 いレシー トキヤンペーン
イオン幸せの黄色 いレシー トキヤンペーンに、 しながわチャイル ドラインは参加 しています。 このキヤンペ
ーンIよ 、毎月 11日 で、地域のボランテイア団体が、集めたレシー トの 1%を イオンさんが勁成 してくれます。
各階に、各々のボランテイア団体の箱が設置されていますが、直接御客様に呼びかけた方が、効果がありま
す。御客様 に活動内容も議調 でき、子 どもたちにIま 、しながわチヤイル ドラインのカー ドを渡 しなが らお議す
ることもできます。毎月、 4名 〜 5名 のメンバーが、箱を持 つて、 レシー トを入れて下さるよう御客様 に呼び
かけています。メンバーの頑張 りで、 しながわチャイル ドラインで￨ま 、毎年 10万 円くらいのイオンの商品を
いただ くことが出来ました。
昨年:よ 、コピー兼用のプリンター.夜 園 り先生の講演会ポスターもA3版 でチラシをもとに自前で印椰1じ 助
かっています。今年￨よ 、念願の新 しいパ ソコンを購入することができ、活動に大しヽこ役立てています。
レシー トを入れて下さつたお客様、助成 して下さるイオ ン様、本当に感謝 しています。
これからも、多くのメンバーが、 このキヤンペーンに参加 していつて欲 しいと思います。

YOUKO・ INOMATA
をとおしてのきずな
◎
『夜回り先生水谷修氏講演会』
水谷修氏は夜回り先生として、子どもたちと体当たりで向き舗 てきた方です。氏のお話を聞唐、子どもたちへの思いをともに
考えることができればと、志ある団体や個人の方々と共に、講演会を開催します。この講演会をきかつけに、子どもたちの今と未
来のためのネットワークを築いていきたいと、実行委員会を開き、みんなで楽しく頑酵 ています。
◎ 日時 :7月 16日 (火 )18:30開 演

◎会場 :荏 原文化センター大ホール (5010名

)◎ 講師 :水谷

修氏

◎参加費 :無料

YORKO・ 卜額印ヽJIMA

※送付先など、詳しくはLな 力tわ チャイルドラインブログJを ご覧ください。

★チャイルドラインは18歳 までの子どものかける電話です。☆
チャイル ドラインの発祥は 1970年代の北 ヨーロッパで九 たとえばイギリスではその電話番号を知らない子どもはいまも 、お説教ぬ
き、押し付:ナ ぬき、子どもたちの声にただただ耳を領:す ま九
てもらえた、受けとめてもらえたと感 じることが出来れ!ま 自分
島 の奥にある「こころ」を受:す とめるこ
自身で、その課題と向き合い、乗 りこえていく力を持つていますし そう信 じ、子 どもの 「ことお
台まりました。 子ども￨ま 、本気で自分の話機
日本では 1998年 から女

とに全力を領ける、嵯轟でつながるこころの居場所」それが、チャイル ドラインt

2012年

10月 15日 現在、全国 46都 道府県 78

3螂 開設準備中で→ 。
)
☆ しながわチ ャイル ドライ ン賛助会員募集 中 (1目 2000円
ヒ
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ンドラインの活動を行つています
の実施団体がチャイノ

(ほ 力
＼ 3都 県

〒振替用紙 を ご利用 くだ さい

ンドライ ン活動 にご支援・ ご協力 をいただいている賛助会員及び個人、企業k団 体の皆様には心より
◎チヤイノ
〜しながわチ ャイル ドラインー同より〜
御礼申 し上げますLこ れからもよろ しくお願いいた しま丸

