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大学卒業おめでとう

しながわチャイルドラインの常設は、昨年約4000件 の電識 受けて、子どもたちの悩みや苦しみに寄
り添つて、子どもの居場所になってきました。
今年、就職やその他の理由で、しながわチャイルドラインを卒業する人達がいます。彼らはしながわチ
ヤイルドラインに若い風を蛙 込み、新たな歴史を加えてくださいました。
事業する皆様に心から感謝いたします。私達はその事を大切にしたいと思います。
私達は誰でも幸せであることを求めます。幸せになりたくない人は世界にひとりもいないでしょう。でも
どうしたら幸せになれるでしょう。
運動会で一生懸命に走つて一等賞になつたら幸せですね。受験をする人は自分の術きたい学校に、合格
できたら幸せでしょう。入りたい会社に就剛して、結婚したい人と一緒になり、よい家庭を作る。
これらは
‑1こ なる道です。そういうものは自分でつかみ取る幸せです。
で頑藤いたのに、ビリになつてしまつた。
でも人から与えられる幸せもありますね。
「頑撥 たね、かつこよかつたよJと 言われたら1幸せな気持壇 こなります。
でも友達から
こういう幸せも、私達にとつては、とても大切です。
ソチオリンピックで浅田真央さんは、ショートプログラムで失敗して16位 からのスタートでした。失意の
どん底にあつた、その時に日本をはじめ世界中の人から慰めや励ましの言葉を受けたそうです。
そして決勝では、ご覧になつた通り、素晴らしい演技で、私達に感動を与えてくださいました。
私達チャイルドラインは、子どもたちに、心から寄りわ て傾聴するこどで幸せな気持ちを与えます。
この事を心に留めて歩んでゆかれるようにと層bて います。
しながわチャイルドライン 代表 浅川周二

★チャイJレ 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 ■970年 代の北 ヨーロッパですし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
せん。お説教ぬ き、押 し付けぬき、子 どもたちの声にただただ耳を傾けま丸
日本では ■998年 から始まりました。 子 どもは、本気で自分の話 を聴いてもらえた、受けとめてもらえたと感 じること
が出来れは 自分 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Ъ そ う信 じ、子 どもの 「ことlfjの 奥
にある 「こころJを 受けとめることに全力を積 ける、曜扁で つながるこころの居場所Jそれが、チャイル ドライ ン観
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021期間の出会いに感酬階こめて
2年 前、しながわチヤイルドラインの受け手研修を受けていた頃、本当に自分が受け手になれるのか不
安を覚えていた頃を今でも鮮明に覚えています。あれから2年不安と戦い続けながらも、他のメンバー
の方々に支えて頂きながら、受け手として活動産する事が出来ました。
2年 間の活動を終えて思うことは、しなチヤイのメンバーの皆醸んそして電寵を通して出会つた子どもた
ち一人一人に心の底から感謝したいということです。
私は子どもたちから本当に沢山のことを学びました。その中でも特に、子どもたちの話を聴き、その子
の目線で悩みを考えることの大切さを痛感しました。自分の目線で考えると見えてこないことでも、その
子の目線に立って、悩みを考えると見えてくることが沢山ありました。他にも沢山のことを子どもたちと
の出会いを通して学びました。
電話を通して子どもたちの悩みに寄り添えたこと、そして電話を切る際に少し明るい声になつてありがと
うと言つてくれたこと、その一つ一つの出会いが私にとって大切な宝物です。
私は一端、しなチャイから離れますが、これからもしなチャイでの出会いを通して学んだことを活かして
頑張つていきたいです。
最後にしなチャイの活動を通して出会つた子どもたち、メンバーの方々、皆さん本当に本当に今まであ
りがとうございました。
〜 Sptκ・N〜

◎チヤイルヽ くンを―

るにあつたて

大学 1年から卒業するまでの 4年 間チヤイルドラインで電話を取り続けました。
チヤイルドラインで取る電話とはいじめや、人間関係の悩みなどが主なのかなと思つていました。けれど
実際は、嬉しかつたことの報告、性に対すること、いろんな事への疑間、人に対しての不満など子ども達の
話はもつと自由で幅広いものでした。どんな電話でも子ども達が電話をかけて私と短い時間でも繋がれた
事が嬉しかつたです。時々子ども達の考え方がわからず、どう接したら寄り添つて話を聞けるか悩んだ時
もありましたが、メンバーが時間をかけて一緒に考えてくれたので 4年 続けられたのだと思います。
これから私は福祉の職に就く予定なので、チャイルドラインで学んだことを生かして行きたいと思います。
〜lKUNO軍 K〜

O子 どもたちの心の声が鮮明I‡

える場所

受け手を始めて一番感じたことは、電話を通して子どもたちの居場所になつているということです。
いろんなものを抱えていて、頑藤わたけど一人じゃ抱えきれなく
なつたとき、電師を通して人に頼ろうと考え
て、電話をしてく
れたんだなと感じていました。人に頼ることもまた勇気が必要です。
なので受け手は最初に、その子の勇気を受け止めて、次に心の声を聴くということが大切だと私は考えま
す。
「今の
しなチャイで得た経験は、私にとつてかけがえのないものです。大学に入る前に、大学生活の中で、
自分にできることをする」
という目標を掲げていたのですが、それを叶えることができました。品チヤイのメ
いました。
ンバーとして少しでも活動できたこと、とても嬉しく思います。本当にありがとうこ
表ゞ
〜 MAYU・ U〜

日時 :7月 22日 (火 )昼・夜・2回 開演
◎ 保育昼あり ◎手話通訳有
会場 :き ゆりあん小ホール

★ 実行委員を刊閣

=や

つてみ ませんか 〜〜〜募集中〜〜〜

さんの方々と子どもたちへの思いをともに考えることができ
昨年は水谷修氏のお話を聞き、たく
「隣る人」
の上映会を予定しています。志ある団体や個
ました。その繋がりを大切にし、今年は、
人の方々とのネトワークで少しずつの力を寄せて、取り組み 誰かの麟る人になるには"を 一緒
に考えてみませんか。みんなで愉快に、実行委員会発進GO〜 〜〜参加大歓迎 :!
*こ の典衛委員会 目u耐け叩Q開 雄期層pき たは旬ぼ8雷研

へ希ロメー′
し
な

☆第 1回 実行委員会 3月 19̲■ ̲(水)7時 より、在原第 5集会所・第 3会議壺にて
〜〜〜あなたは、誰 かにとつて0「 隣 る人 』になれますか ?〜 〜〜
児童養護施設の日常、愛を求める子どもたちと、それに隣る大人たちの日常、8年 間のドキユメンタリー
壊れた絆を取り戻そうと懸命に螢 る日知日との、平凡だけど大切な日々の暮らしは今日もつづく。.。 。。
・日常の薯らしの 中そこで光を放つ「生命の真実Jを うるわしく、切なく写し出している。観ながら涙し、見終えてこみ上
(天 童荒太=小説家)
げ、三度観てこれを書いている今も心が揺さぶられている。
口
子どもと生きることは、キレイごとばかりじやない。これほどまでに静力ヽこ真実を見つめた映像が、いまだかつて存

在しただろうか。観る者の知と1聞 こ委ねられた、まつすぐな問いは永遠に消えない。 (内 田也哉子 文筆、音楽活動)
・愛情とは、何か特別なことをしてやつたり、まして期待したりすることではない。なんでもない時間を共有し、ひたす
(俵 万智 =歌 人)
ら存在を受け止めること。せつなく、たじろぐほどでした。
・児童虐待などの位ニュースの多い昨今だが、児童養護施設には子どもたちがこんなにも保育士をわ て心の安定

?

を得ているところもあると知つて、本当にうれしい気持ちになるドキゴ

傑作である。

(佐藤忠男=映画評論家)

"卜
ドックスロ
ジャバン部門招待作品・文部科学省選定===
「隣る人」
《
より》
制作のパンフ
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支援団体及びグループ 5 2014.3.1現 在

0し ながわチ ャイル ドライン活動に、あたたかいご支躍:ご脇力あ りがとうございます.
翼勁会員及び、企業と団体の皆機には日頃のご支躍に心よ り樹礼申 し上げます.
これからもよう しくお願いいた します.
・沖山弘隆轟
・遠藤芙美子・大沢久子暉
大塚悦子づ嚇嚇費
ツエ・石津忠雄口
井上耕―・瓜生アツコ
青木義雄嘲謝レヽ
北島まりあ奪覇リラス 生徒会・久埜・黒瀬義宣・佐藤良一日
小野澤昭裕・金子みゆき口
菊池操 北島浩之口
"材 ・中川治子・永村俊明口
橋本政徳・蛭間幸子・
報覇矛…武田寛美・谷川寛燿開カネ
下徳京子・須貝行宏 高橋敦子・澤
横井淳孝・
深津範子・藤井哺障わた子口
松岡=松 井清―・松澤利行 松澤麗子・村上交周瑚「田―男・山田恵美子麟
・八東
燿畢
鈴木・彙
清子フラスタジオ・昭和会館 昭和池田記念財団 口
米川宏由
鷲尾誠・東京Ⅲゾント 岡崎グループロ

(*敬称略・順不同

)
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0眈 がわチヤ書レヽヘンでの想い
品チャイで活動した2年 間、楽しい想い、ぶつけようのない想いのいろんな子の電話を受けました。
そうした一回一回の出会いが解決ではなくとも、いつか誰かのきつかけになつてくれていたら嬉しいと思
います。
子どもたちにとつても、大人にとってもチャイルドラインがもつと広がり続けていつたらと思うので、その支
えをこれからも続けたいと思います。熱い想いのメンバーの皆様と一緒に活動できて本当に良かつたです。
〜 KWA・ N〜
ありがとうございました。

ます。
◎みなさん、卒業おめでとうニユ ヽ
大学時代の大事な時FH10‑部 を、チャイル洵ヘン活動 こ充てて下さり心から感謝しています。
この活動にかかわつて何か縄路ものがあつたとしたら
ろな性格 口
それは、社会にはいろしヽ
個性のある人が沢山いるということでしようか。
しなチャイは蟹 誰一人似ている人はいません。
ることで、多くの発見や、多くの学びがあると思います。
物事は、いるいろな人力ヽヽ
どうか、大学を卒業し、社会に出て、あるいは大学院へ行き、学ぶ中で、しながわチャイル門イ ンで学んだ
ことをこれから出会う方たちの中で生かせてもらえたらうれしG難 ヽ
ます。
「 む皆さんに脚 ます。
私が好きな書家、相田みつおさんの言難 これから社会に出る、また、次の段饉
=進
「上の中の水道管

高い自 レの下の下水 大事なものは表に出ないJ

また、と かでお会いできることを願いています。
瑚 鯰 雄 を歩颯バKだ さい。

〜〜〜〜〜〜〜

■ 〜〜〜〜〜ブレイク〜〜〜〜〜タイム〜〜〜〜〜

YASUKO.丁

■ 〜〜〜〜〜〜〜

る
電話であなたの存在を大切に思つていますよ、と子どもに届けたいときには、言葉が重要です。
だから、私達には思いが伝わるような言葉の引き出しをもっていることも大切です。例をあげてみます。
0あ なたには価値がある
Oあ なたは大切な人 ○あなたは幸せになつていい
Oあ なたには希望がある Oあ なたには未来がある
Oあ なたはま ない
○うまくいくといいね
0楽 しんでね
0ゆ つくりね
0味 方だよ 0信 じているよ 0応 援しているよ
○よい雰囲気だね
0あ なたが生きていることには1意味がある
○チャレンジだね

0気楽にね
0だいじょうぶ

リわ福1岡 事務局長)よ り引用
『 子どもの気隅 を聴くスキル』〜升イルドラインで学んだこと〜山口祐二著けイルト
この本をもとに4月 8日 (火)継 続剛修絵を、きゅりあん会議室、7時 より離 ます。さ7‑!ス キルアップしよう。

