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しながわチャイル ドライ ンは、子 どもの声を聴き続 ける活動を行 つて、今年 10周 年を迎 える事が出来ました。そ
して昨年は念願のNPO法 人 とな り、社会的地位も確立 しました。会員の皆様の働き、 ご支援に心から感謝いたしま
すじ今年は東 日本大震災、津波、原発の事故の二重苦に遭遇 し、家 を失い、家族を失い、故郷を失つて心に深い傷を
負 つた方々がたくさんおられますと亡 くなつた方々に心から哀悼の意を表 しま丸
被災された方 々も回復には、長い道の りと、暖かな他人の助けが必要ではないでしょう力、支援者を思いやる行為が、
どんなに被災者の生きる力を引き出 しているのかを、毎 日のよ うにテ レビを通 して放映され、学ばせていただいてい
ますじ私たちが受けている電話も、被災 された子 どもからの電話がありますじ しながわチャイル ドライ ンも 10周 年
を迎えて、さらに子 どもからの電話に心から寄 り添い、愛の伴 う活動を深 めてゆきたい と、思いま丸
①

今年は 10周 年の記念事業を、若いスタ ッフを中心に計画、実施 しま九 10年 を 1つ のステ ップとして、スタ
ッフのスキルア ップのための研修を充実 しますLそ して、 しながわチャイル ドライ ンの実施 (毎週金曜 日)を も
う1日 職

②

しま丸

NPO法 人の維持のため、 しながわチャイル ドライ ンの活動の趣旨を説明 し、理解及び賛同する会員を集め、会

員の拡大を図 りますし また合わせて助成金、寄付金等の申請を行い、会費の増収に努めま丸
③ 行政や関連機関にしながわチャイル ドライ ンの必要性をア ピー/L/し連携を図 りま丸
( しながわチャイル ドライ ン代表
今年もどうぞよろしくお願い しま丸
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○ しながわチ ャイル ドライ ン活動 より
「絵馬展J開 催
士しな詢 子育てメ1た にて

=010年 7月 9日 Ar場
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「しながわチャイル ドライ 4は 、副 ￨1子 育てメッセに第 1回 から参加をしてきましたが、今年は F絵馬展Jと して
豹 日しま した。現在活躍 しているスポーツ選手、タ レン ト、歌手、俳優、芸術家の方々 (あ さのあつこ・佐藤弘道・
小百合・壇れい・椿姫彩菜・刀 ￨￨き よし・松岡修造・やなせたか し・横浜 К 等 103名 )か
期に
城彰二・竹下話 ・ 響
へ
温 まるメッセージを描いた 「絵馬Jを 展示。子 どもたちも大人の方々 も 「絵馬Jを 見て元気に
らの子どもたち の′
なつてくれるように、ほほえんでくれるように、そんな願いを込 めて 時リ ッセージ展Jを 開催 しました。来場者は
約 300人 で した また、会場では、ボランテ ィアグループの方 とメンバーで、絵本 の読み聞かせ もいた しました
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☆講演会 「保健室からの思春期 レポー ト」講師 :金子由美子二
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金子氏は,埼玉県の公立学校で長 く養護教論 として保健室で生徒 と向き合 ってい る先生です。
金子先生の第一声を聴いた瞬間 に,ま さに中学校の先生であると印象づ けられました。元気いつぱいで,お腹の底
から声を出されていて,長 年の経験が表われていました。
多感な時期である生徒 と向き合 うには,何 よりも健康でガッツがなければい けないのでしょう.保健室で生徒の保健
指導に携 わっている訳で,ご 自身が心身 ともにタフでなけれ￨￡ 生徒の模範 にはならないので しょうが。
それにしても,金 子先生のお話 された内容は,聴 衆を引き寄せるイ ンパ ク トあるもので した。「中学校の先生はこ
んなにも大変なんだ」
,「保健の先生は保健室にいるだけで楽そ うに見えたけれ ども,色 々な生徒の心のケアをすると
ても重要な人油

とい う印象を強 く持ちました

講演の内容は,今 まで指導をしてきた生徒か ら考 える現代の子 ども観 子 どもを取 り巻 く社会状況 についてでした
生徒をとりまく問題はたくさんありますじ学力低下、ょヽじめ、不登校、校内暴力、非行、怠学、摂食障害、コミュ
ニケーション・人間関係形成能力 の低下な どが挙げられますLこ れ らの問題の背景の一つ として、家庭 に問題がある
ことを金子先生は指摘 しました
家庭はそもそも子 どもにとつて、安心できる居場所でなければな りません。家の外で悲 しかつた り、辛かつた りし
たことがあつても、家族が子 どもを守るとともに、子 どもに 「次の 日頑張ろ うJと い う意欲を喚起 させるのが本来の
家族の役割で丸
離婚,虐 待,経 済的困窮,母 子依存,家 庭の教育力 の低下 地域との関係 の希薄化な どにより,子 どもは家庭にい
ることを窮屈に感 じています。金子氏の話を聴いていると,耳 を疑 う状況に子 どもはい ることを知 りました。親が愛
人の ところにいるために家 にいない,家族の世話をするために学校を体む,衣 食住が確保 されていない,電気・ガス
水道が止まっている,お 風呂に入れないなどです
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日本人は裕福 になったと言われますが,戦前の 日本を思い出す よ うな状況にい る子 どもがい るのは現実なのです。
ですから,学 校の先生に家族のよ うな役割が求められているのだと考 えま した。
く
参加籍
金子先生のお話を聴いていると,先 生は母親のように親身に生徒に接し,保 健室に生徒の居場所を作っている姿が想像で

(H oS)

きました。いい講演会でした

☆講演会 「災害時の心のケア」講師 :南 幸恵氏

2011年 4月 25日

毒 ゅιlあた
場
いを痛めていない人はいない」そんなときに、仲間でもある産業カウンセ ラーの南 さんか
大きな災害が起 こり、 「′
会

らそんな心に寄 り添 う話 しを聞きま した
日常的にも私たちはス トレスを持 つていますが、大きな災害が起きた後はそのことでエネルギーが落ちています、
ほとんどは一月ほどでもとに戻 りますが、エネルギーが落ちているときにかける言葉l■0真 重に大事に使わなければい
けない とい うことで九
具体的には 「〜 しなさい、」 「〜するな」はいけない とい うことですが、体験を話 した り、気持 ちを打ち明けられる
ことで落ち着いて くるようで、はなしをきいてあげることはだい じなことだそ うで丸
また根陸や気合だけで大きなス トレスは乗 り切ることは出来なくてやは り時間が大切だ と言 うことで した。 もし一月
たつても変わらなかった り、ひ どくなつたときは、専門家 に助けてもらいましょう。
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私たちが日常チャイル ドラインで行つている、̀1話 しを聴く"こ れがほんとに大事なことのようですと南さんありがとう
・ K)
り をもらいましたЭ
何が大切なのかの確認 と落ち着き (安 ′
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10周 年 イ ベ ン トにむ け

聞脳罰ロヨ 10月 2日 会場 ヨ曰闘‖Hル4ト

① 10周 年イベントの経過や今後の予定は?

M・
【

M&SON】

当初、午前の部は基調講演を予定 していました。 乙武 さん 。明橋 さんなどに交渉後、実現に至 りませんでした。現在
は地域の子 どもから大人まで楽 しめる音楽会 を企画中です3午後の部のワー/L/ド カフェについては、一度 しながわチ
ャイル ドライ ン内で新旧交流会 として練習を しました お菓子や軽食 をつまみながら楽 しくフイフイ話 し合いを進め、
学びのある交流の時を過 ごしていました。5月 15日 (日 )に は、他団体交流会 として、 ワール ドカフェを実施 します。
② ワール ドカフェって?
よりよい社会・ よりよい活動 についてみんなが主役で語れる場D新 しい知識やアイディアをカフェのような気楽な雰
囲気で多くの人が入れ替わ りながら行 う自由な話 し合いの方式で九
当日は、中学生以上 (未 定)か らおとなを対象に行い、
「世代を超えて対等に話せる場を共有」できたらと考 えていますしそのため、子 どもの参加者の話が潰 されることの
ないように心がけていきますし しながわチャイル ドライ ンの雰囲気つて安心できて、す ごく素敵だと思 うので九
雰囲気を作 り上げましょう。人 との出会いを楽 しみま しょう。
私たちだけではできません。■緒に激 ヽ｀

③想いやみんなへのお願いはある ?
今年は
『 しながわチャイル ドライン』が誕生 して 10年 とい う節 目の年です !私 たちは7期生でチャイル ドラインと関
わつてまだ日は浅いですが、この場で多くの経験を積み、多くのことを学びました。その恩返 しとしてしながわチャ
イル ドラインの 10歳 の誕生 日をお祝いすることを企画中で九 私たちでは集客も、開催もままならない状況で九 皆
さんの力をたくさん借 りて、盛 り上げていきたい と思つています !み んなのしながわチャイル ドライン..10周 年イベ
ン トヘのご協力、よろしくお願いいたしま丸

メ ンバ ー よりの投稿
☆ この頃思 うこと

(YT )

まだまだ余震の続 く毎 日。東 日本大震災から早、2ヶ 月が経ちました
職場のテ レビで丁度午後の 2時 46分
被災され命を無 くされた方たちに黙祷をささげていました
私 も、一緒 に黙祷をささげました
生きていた人が、一瞬で姿も形 もなくなつて しま うとい う
信 じられないことが起 こりました
心の傷はどんなに深 いか 。・
言葉に出来るはず がありませれ
優 しい笑顔も、怒 つたか顔も、泣いている姿も
全て何もかも奪われてしま うのは
悲 しい、 とい う言葉では表せませれ
先 日、秦 万里子さんの コンサー トに行 つてきました。
開演 と同時に、真 つ暗な中でろうそくを手にした彼女が舞台に立ち
会場のみんなとともに、1分 間の黙祷をささげました

ご

彼女は、震災後す ぐに、東北の現地へ行き、
言い表せない被災地の状況 を目の当た りにし、
歌で、被災された方たちを励まして来 られたそ うで丸
そこで、感 じたことを、歌で私たちに伝 えてくれま した
誰 も悪 くないのに 0。 とい う歌詞が心にしみま した。
チ ャイル ドライ ンができること、
それは、静力￨こ 、多 くを話せなしヽかに痛みを持 つた子 どもたちと
心で繋がれたらいいのではないか と。
話せないほどのつ らさや、悲 しさを
電話を通 して話が出来るよ うになるまで
じつと待つ ことが、今 の私たちが出来ることではないかと思いま九
しながわCLの 有志で義援金を集めた り
中古のピアニカを集めて送ろ うとした り
何を したらよい力功卒らないけど、
何かをしないではい られない被災地の螺
子 どもたちのエ ンパ ワーを信 じて
活動 してい る私たちで丸
大人より弱い立場に置かれていると思いながらも
やわら力ヽヽいを持 つた子 どもたちに
大人たちは元気をもらい、勇気づけられているので丸
自分の苦 しい気持ちを、少 しずつで もいいか ら
電話を力ヽすてきて、話せるよ うになつたら
話を聞かせて くださし、
何も出来ないけれ ど、話 を聴 くことだけしか出来ないけれ a
私たちCLの 仲間たちはみんなの声を聴 くために
待 つていますれ ず っ と。ず〜〜っと。

O「私 とチャイル ドライ ン」

(A・

Y)

私は しながわチャイル ドライ ンに入つて今年で 3年 目にな ります。僣腱 かなメンバーに囲まれ、楽 しく活動 してい
ますじ私がチャイル ドライ ンの活動を していて学んだことは、 「生きてい くことが辛い」 とい う電話を受けて、どう
接 していいか分からず に電話が終わつて しまい、落ち込んでいると支え手の人から、 「チャイル ドライ ンは、その子
の幸い気持ちを聴 くだけで、その子の幸い気持ちが私 と電話の向こ うのあなたで半分になるんだよ。いつぱいだつた
幸い気持ちが半分になることで電話の向 こ う側 の子は気持ちが軽 くな り、また明 日から頑張れるよ Jと い うことを言
つて くれました。チャイル ドライ ンの活動つて 「こ うい うことか !」 と実感 しました 電話では、かけて くれた子の
、共感することで、気持ちを軽 くするい事ができ
悩みや幸 さを解決す ることには限界があるけれ ど、一緒 に寄 り熙 ＼
るんだな、 と感 じました。
今の 日本は、慌ただしく、人間関係 も希薄化 し、悩んでいる子 どもが増えていますしチャイル ドライ ンの活動の よ う
に 呼 どもの気持ちに寄 り添い、子 どもの話に耳を傾けるおとな」が増 えれ￨よ 気持ちが軽 くなり、一人で脳んでい
る子が減るのではないかと思いま丸

10周 年イ ベ ン トなどを通 じて、チャイル ドライ ンの活動を社会発信 していき

たい と思いま丸

ヂ

○今 の子 ども達に何が起 きてい るのか ?(M・ S)
少 しでも知 りたいと思いチャイル ドライ ンに勿 口しました。子 ども達の環境はめまぐるしく変化 し、子 ども達を取 り
巻 く問題も変わっていっていると感 じていますし研修で ロールプ レイなど、い ろいろ訓練をしました
「子 どもの話を聞くJと い う事の難 しさを感 じなが ら、実際に掛かってきた電話にでていますじ電話で話 しをした子
どもが、

(電 話で話 しを聞いて もらえて良かつた)と 思えるようなお手伝いが出来たらと思いま九

〇 「チ ャイル ドライ ンに参加 して」

(S・

S)

醜 大きくなってくると、確認事項が多くな り、 (あ れや
毎 日毎 日あつ とい う間で、子供が小 さかつた頃はお世話中′
つたの ?こ れいつ片付けるの ?)と 普段の会話は、なかなか長 くじつくりとできなし■ 。でも、チャイル ドライ ンの
活動をすることで、家族の会話、家族 とのコミニュケーションがいつ しか、 しっか りできるよ うになってきた。。聴
く姿勢が、受け手をさせていただいた り、研修 をしていただいた りして、身 に付いたのである。意識が変わってい く
自分に出会えた感 じである。子供は敏感亀 電話の向 こ うでこちらの反応をよく聞いた り、確 かめた りする。素直な
感情をこち らも出し、素直に受け止めて行きたしヽ まだまだ、子供たちに教わ り、いろんなことを気付かされる毎 日
だが、細 く、長 くチャイル ドライ ンの活動を していきたしヽ
○チャイル ドライ ンに入 つて良かったです (T・

K)

チャイル ドライ ンに入 つて 自分はすばらしい環境を手に入れることができたと思つていますし チャイル ドライ ンには
L/バ イ トでは出会 えない年上の方、普通 に大学生をしていた
色々な人がいます:普 段は仕事を している方、学校やアノ
ら出会えない人達ばか りだと思つていますし そんな先輩方 と会話ができる、そのことが何 より価値のあることだと思
つていま丸
チャイル ドライ ンに入 つたきつ力■すは人のためにとい う気持ちが大きかったので、もちろん根本には辛い思いをし
ている子 どものために何かをしてあげたし、 少 しで も辛い気持ちに寄 り添いたいとい う気持ちがありますLし か し研
修を重ねて、先輩方 と会話を してい くうちに自分の成長 のために 。・ 。とい う気持ちが大きくなりました。
ちょつ とした悩みを相談 しても、同世代の友人では絶対 に返つてこない返答が帰ってきた りして、その返答に、その
動
言葉ヤ

した事もあ りました

なので、 これからも人のために何かが出来る喜び、自分が成長できる喜びなど、た くさんの喜び力汚吉まったチャイル
ドライ ンで頑張つていきたい観
まだまだ皆 さんに迷惑を力ヽする新人ですがよろ しくおねがい しま丸

Lラ インこ憾 ?
チャイド″
チヤイル ドラインは、 18歳 までの こどもが、悩んでいることや議 ヽこ聴いてもらいたいことなど、どんなことでも話す
ことのできる電話で、全国各地で 70団 体が活動 しており、子 どもたちの声を聴いていこうと、新たな仲間が増え続けて
います。
時〜7時 035742‑7974
毎週金躍旧 悧
″
午後7時 〜9時 半 03‐ 3494‑8872
″ 1籠 時〜9時 012009‐ 7777(

☆会員募集 中

:!験

員、勤 会員 ← 口2,000円

)を 難 していま九

(電 話の受け手、渉外、PH・

*こ た金は

通信作成、庶務、資金調達等な ど)
紙をご利用 くださしヽ 日座番号 10140‑49291
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しながわチャイル ドライ ン

◎チャイル ドライ ン活動に御支援・ ご協力をいただいた賛助会員および企業、団体の皆 さまには心より御礼申
しながわチャイル ドライ ンー同よリー
し上げますЪ これからもどうぞよろ しくお願いいたしま九
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