2016年1月〜12月

チャイルドラインみかわのデータ
金曜16:00〜21:00
着信数

1417件

開設日数

100日

ボランティア活動のべ人数

249人

ボランティア登録者数 受け手

18人

ボランティア登録者数 支え手

8人

不明 4件

2 0 1 7 . A p r.

【性別】

女
156件

不明
25件

男
262件

【年齢別】

『星の王子さま』
（白泉社）

小学低学年
23件
小学高学年
44件
中学生
97件

中卒〜
18歳
233件

「受け手ボランティア養成講座」
開催します。皆さまの参加
お待ちしています♪詳しくは、おやこでのびっこ安城まで。

この本は、
フランスの作家 アントワーヌ・
ド・
サン＝テグジュペリの
『Le Petit Prince』
の
中から、訳者である奥本大三郎さんが特に大
切だと思われるところを選び、短く書き直した
ものです。名前は耳にしたことがあるけど、内
容は知らないな…という方はぜひ読んでみて
ください！忙しさの中で忘れかけていた大切な
何かを思い出すきっかけになるかもしれませ
ん。合わせて映画『リトルプリンス 星の王子さ
まと私』
もおすすめです！

んだ

“座位行動”研究の第一人者ネヴィル・オーウェン博士による
と
「長時間座り続けると、脚にある大きな筋肉が働くのをやめて
しまい、体にあるいくつもの重要なスイッチがオフになってしま
う」
そうです。
日本は世界で最も座る時間が長い国だとか。1時
間に１度くらいは立って少し動いてみたり、座ったままでも時々
つま先を上に上げてみたり、意識して脚を動かしましょう。

ご 支 援 ご 協 力 あ り が と う ご ざ い ま す
◉佐地多美様
◉(株)アイシン・エイ・ダブリュ様
◉イオンリテール株式会社
イオン岡崎南店様
◉支援会員の皆様
◉寄付をしてくださった皆様
支援金は…
会

皆さまのご支援、
ご協力に
よりチャイルドラインと子ど
もたちがつながっています。
お力添えに心より感謝して
おります。引き続きご支援、
ご協力いただきますよう､よ
ろしくお願い申し上げます。

00840-7-108869
振 込 先 … 郵便振込口座番号
口座名
おやこでのびっこ安城

佐地多美さん
♪
♪ チャイルドラインみかわ支援コンサート ♪
♪

『Konzert Rufe Nr.19』
〜活躍する女たち〜

日時/2017年4月23日
（日）開場13:30 開演14:00
会場/安城市昭林公民館
入場料/一般2,000円 学生1,000円

安城福祉まつり

サルビアスタンプ

ふれあいマーケットに
出店を予定しています。
不用品がありましたら
お譲りください。

加盟店でお買い物する
と100円ごとに1枚もら
えるスタンプ♪
集めています♪

10月1日(日)

イエローレシートデー

毎月11日 イオン岡崎南店

レシート合計の1%分の
商品が登録団体へ寄
贈されます。

♪チャイルドラインの活動や通信への感想、
ご意見やご質問など、
ありましたら是非お寄せください。
お待ちしています♪

チャイルドラインみ かわ

「チャイルドライン」とは、18歳までの子どもがかける専用電話です。今回の特集は「チャイルドラインってどんなも
の？」。子どもとおとなの立場でチャイルドラインを考えます。私たちは､子どもたちの環境が少しでも温かく､未来
への希望に満ちたものであるように…との願いを込めて活動を続けています。

子どもの権 利 条 約 について
開催
（木）
2016年12月1日

中学生とともに考える
子どもの権利条約
ー安城南中学校3年生276人とともにー

チャイルドラインは
「子どもの権利条約」の精神を基本として、子どもは社
会をともにつくるパートナーと考え、子どもから学ぶ姿勢を大切に活動を
行っています。
その活動の基本である
「子どもの権利条約」の理念を身近
な子どもたちに伝えたいという思いで、2013年度から安城市の中学3年
生たちとともに
「子どもの権利条約を考える」活動を続けています。桜井中
学校、篠目中学校、明祥中学校に続く４校目の開催です。

●「人権」とは、
「人を人として認める」
ことで､当たり前のこと

受け手・支え手の研修
開設維持費
広報活動
子どもへのカードの配布 …などに使われます。

費… 個人…一口1,000円/年
団体…一口10,000円/年

チャイルドライン♡みかわ

今回の講師も、子どもの声を聴くことを大事にして少年事件に関わり、名古屋で子どもセンターパオの理事長としても
活躍されている多田元弁護士にお願いしました。生徒たちには「子どもの権利条約」について事前に学習してから受講し
てもらいました。多田さんの講演では､初めに、人権について次のようなことが話されました。

大切なものは
目に見えない

要注意!“座りすぎ”

◉矢田司法書士事務所様

13

土曜18:30〜21:00

〒446-0026 安城市安城町宮前107 けいめいハウス内 TEL&FAX 0566-77-7085（火曜日〜金曜日 10：00〜16：00）
ホームページ http://www.geocities.jp/oyakodenobikko/ Eメール nobikkoanjo@yahoo.co.jp
発行日：2017年4月1日 発行：特定非営利活動法人 おやこでのびっこ安城〈チャイルドラインみかわ 運営委員会〉

●子どもに問題があった時は､子どもの声を聴くことが

●「子どもの人権」とは、
「子どもを人として認める」
こと

大切で､それを社会に活かしていくことがすべての人

●大人の役割で一番大切なのは子どもを守ること

にとって生きやすい社会になる

その後､子どもの権利条約が子どもにとって大切な権利であること。マララ・ユスフザイさんのように暴力に屈せず、自
分の意見を表明する子どもたちの話｡虐待を受けた子どもたちとどのように接し､成長を見守ってきたのかという体験
談。いじめの実際の事例と見方、考え方などについて話してくださいました。人としての姿勢とともに、多田さんの言葉は
子どもたちの心に響き、多くの子どもが深く考え、感想を寄せてくれました。

子 ど もた ちの
◆いじめられている子にもいじめている子にも人権がある
◆「弱いことは悪いことじゃない」とお互いが認めることが大切
◆小さいことでも相談し合える体験の積み重ねをして相談パワーを
つけること
◆人間ひとりひとりは弱い存在と認めて協力し合う、その優しさが人
間の文化を創っていく
◆「悪いことをした子どもは加害者でもあり、被害者でもある」という
言葉が印象的でした。子どもが犯罪を起こしてしまう裏には大人の
責任もあると思いました。
◆「強くならなくてもいい」という言葉がぐっときました。
◆いじめをなくすのは難しいけれど、1つだけ簡単なことがあることに
気づきました。それは、自分がいじめをやめることです。
◆いじめられている子を助けるのはもちろんだけど、いじめている子の心
の中ものぞけるようにしたいと思いました。

感想

◆多田さんの言葉で、「私も大人になったら子どもを守る！」という気持
ちになったので、安心し、うれしくなりました。
◆僕たちはまだ大人よりわからないことだらけです。「もう大人だし」
なんて、見栄をはらずに、素直に生きようと思いました。
◆いじめをわかったように思うのは良くないなと思いました。いじめを
受けている子の感情はいじめを受けていない者にわかるはずもな
い。だから、いじめを受けていると知ったら、その子の感情に寄り添
い、相談させる勇気を出させてあげるのもよい事だと思いました。
◆自分も子どもとして生きていることに誇りをもって生きていきたい。
◆子どもの権利について、理解してくれている大人がいることに喜びを
感じ、また、理解していない、しようとしていない大人の多さに改めて
失望。「私なんて」と自分の権利を放棄したくなったこともあるけれ
ど、そこで踏みとどまって今を生きていることに感謝と安心。多田さ
んみたいに子どもの権利を理解し、子どものためを思って行動で
きる大人になりたいと強く思った。

人権を学ぶことは自分も人も大切にする、生き方を学ぶことです。それをしっかり受け取ってくれた中学生の聞く力、考
える力の深さに私たちおとなが励まされ、勇気づけられた会でした。

（ おやこでのびっこ安 城では 4 年 間 の 講 演 会 の 報 告 書を作っています。詳しくはお 問い 合 わ せください 。）
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ちょっと勇気を出して
電話してみる

誰かに話したいな‥‥
お

と な にとって

気持ちを話す

チャイルドラインに寄せられた

子どもたちの 声

貴重な体験、
新たな学び

チャイルドラインの着信数は33.5%であることから、
コミュニケーシ
ョンを求めてかけてきている子どもたちの需要はまだまだあり、
チャイ
ルドラインは受けきれない状態にあると言えます。
コミュニケーション
を求める子どもたちの受けとめは、実は誰にでも可能です。家庭、学
校、
地域さまざまなところで子どもの声を聴き受けとめる大人がいるこ
とが、
子どもの成長に欠かせないだろうと思われます。子どもはなかな
か本音を語れないことも多くあることを意識し、子どものこころを受け
とめられる大人を増やしていくことが、
すべての子どもたちの自信を育
て、
自己肯定感を養っていくことにつながるように思えるのです。
（※）

子どもとおとなの年齢差によるギャッ
プや、地域、環境、体験の違いで、理解し
にくいことも多くあります。わからないこと
を自覚しながら、人と人として、
お説教も
指示もしないで、子どもたちの気持ちに
できるだけ寄り添い、子どもたちの感じて
いることを聴こうと努めています。心をこめてゆっくり話を聴くことで、
お
となである私たちも、
自分を振り返ったり、元気をもらったり、新たな気
づきに出会えます。電話を通していろんな年齢、
いろんな地域の子ど
もたちと時間を共有できる、貴重な体験であり学びの場です。

チャイルドラインのホームページを通じて寄せられた感
想、意見、質問。チャイルドライン支援センター
（認定
NPO）
発行『チャイルドライン年次報告』
より抜粋

少しずつ話を聞いてくれた。こっちが返事に困って
黙っていても、ずっと待っていてくれた。先生に言っても
変わらなかったし、友達や親には弱音を吐けなかっ
たけど、安心して話すことができた。電話を切った
あとは落ち着けた。なかなか繋がらない時もある
ので、いつでも繋がるようにしてほしい。（女子14歳）

電 話 の 事 例 から 読 み 取 れる 背 景
大人から子どもに適切なコミュニ
ケーションが提供されていない

じぶんで考える力
・解決する力

★★★★★★★★★★★★★★★★★★

チャイルドライン とは・・・・

コミュニケーションを求める
子どもたちの受けとめ

聴いてもらえると

大人から無条件に承認されていない

多様性が認められにくい社会の中で、
差別や子どもの孤立化が進んでいる

政府の行っている調査からも共働き家庭の増加や

日常的な会話の中で、話したくても心の底から自分の気持ちを話せていない子どもたち、親からの「期待過

ひとり親家庭の増加が指摘されていますが、様々な背

剰」
を一心に受けている子どもたちからの声も届きます。
このような電話からは、
話したくても話せない親子や友

景から家庭の中で、親などの家族と子どもが関わる時

ゲイ、
バイセクシャル、
トランスジェンダー）
の子ども、
ま

達、先生との関係性が見えてくると同時に、
「いい子」
であらねばならないと感じている子どもの姿も見えてきま

間が減ってきているのかなと感じる電話が増えていま

た「勉強」や「スポーツ」については、他の子どもと比

す。
「いい子」
が周囲の期待に応じようとするのは、周囲の人、
とりわけ自分にとって重要な人に気に入られた

す。生計を維持するために子どもの生活に気を配る余

べて自分に劣等感を感じていると思われる電話が含

い、認められたいという気持ちが強いからです。周りの人に気に入られていないと不安であり、気持ちが満たさ

裕のない親も増えてきているなか、子どもたちも大人に

まれていたり、
「 障がい」
が背景にあると考えられる子

れないのです。
その為に自分の本当の意見や感情を抑えてでも周囲からの期待に応えようとする気持ちが強く

精一杯遠慮して、
自分の気持ちを押し殺して生活をして

どもからの電話については
「いじめ」
を疑わせる電話も

なります。いつも自分を抑えることになるので、
内心では、
不満や不快感や怒りを強く感じるようになったり、
周囲

含まれていたりします。
（中略）
このような子どもが劣等

外国にルーツを持つ子どもや、LGBT
（レズビアン、

いる様子がうかがえます。電話の中で、親も先生も忙し

の重要な人に応じられるか否かに神経を使うため不安感がより強くなったりしていきます。本当の自分を出せな

そうだからとか、
自分が相談をしたら迷惑をかけてしまうか

感にさいなまれなければならない社会構造を転換して

いため、
周囲の人たちとの心からの結びつきがもてないというストレスが蓄積する状態にもなっていきます。
「い

ら言えないんだという声をよく聴きます。
（※）

いかないと、
すべての子どもの安心・安全を守ることは

い子」
には自分の気持ちを素直に話せる環境、
ありのままに自分を表現できる環境が必要なのです。
（※）

できないように思われます。
（※）

こんにちは。私はまえにチャイルドラインに電話しました。
掛ける直前は緊張していたけど、いざかけると親身になって
聞いてくださって、涙が出ました。そのときおっしゃってくだ
さった言葉を忘れず今も頑張っています！すごく勇気をもら
いました。ありがとうございましたo(^-^)o（女子16歳）

夢をあきらめないで、でも焦らないでっていう言葉に、涙
が出た。キツかったから、たくさん泣いたけど最後まで話
を聞いてくれて本当に助かりました。また、お世話になる
かもしれないです。（女子17歳）

「私の子どもから、私たちの子ども」へ
子どもを取り巻く環境が一段と厳しくなり、事件に巻き込まれ

命を奪われるような事態も多発しています。
このような社会にあっ

てこそ、子どもが徐々に自分の中に自信を蓄積し、
自己肯定感を蓄

えられるように成長していくことが、子どもの命を守ることにつな
がると思われるのです。
（中略）
自分は自分でいい、
本当のI am ok

の感覚とは、迷ったり失敗したとしてもそのことを受け止め、新た

な挑戦に転換できるような柔軟さも、
とても大切なように思われま

す。
自己を認める感覚は、
自分一人では身に付けることはできませ

ん。
周りとの関係性の中でしか育まれない感覚であるとすれば、私

たち大人の態度や言葉かけにかかっているように思われます。
（※）

（※）
・
・
・チャイルドライン支援センター
（認定NPO）
発行
（2016）
『 子ども
の声の分析プロジェクト報告書』
より抜粋

