学校での居場所をなくし、
どこにも行けず部屋に閉じこもっていたここ

『かがみの孤城』

は不思議なお城が。
そこにはこころと同じ不登校の中学生7人が集めら
れていた。…ここから物語が始まります。
辻村さんは、
「 子どもとかつて子どもだったすべての人にこの話がお城
のような居場所になればいい」
「 読んでくれた人ひとりひとりが、
こころた
ちの8人目の仲間になってくれたらいい」
と話しています。
前に進めず迷う人、先が不安で立ち止まる人に「大丈夫だよ」
「 大丈夫
だから大人になって」のメッセージが、光とともに降ってくるような、出会っ
てよかったと思える一冊です。

♪
♪
『Konzert Ruhe Nr.21』
〜祝・風と緑の音楽祭〜

最終回

今はやりの健康食品

もち麦

病気予防やダイエット・美容にいいと話題のもち麦は、その名
の通り麦の仲間で大麦の一種。その食感がプチプチ、もちも
ちっとした感じでお米とはまた違ったおいしさです。食物繊維
の量が白米に比べて約25倍もあって、腸内環境を整えて便秘の

会 場
時 間
入場料

2019年4月14日（日）
安城市昭林公民館
開場13:30

◉(株)アイシン・エイ・ダブリュ様
◉サルビア司法書士事務所様
◉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

また、もち麦の成分「β−グルカン」は美容と健康に役立つも
とです。水溶性食物繊維の一種で水に溶けると粘り気がでて、
体の中で水分を吸収して膨らんで満腹感を与えたり、腸まで
ゆっくり進むことで糖質や脂質の吸収を抑えてくれます。他に

学生1,000円

なって善玉菌を増やしてくれる働きもあるそうです。

ご支援ご協力ありがとうございます
◉佐地多美様

解消はもちろん、ダイエットや美容にいいと言われています。

開演14:00

一般2,000円

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。

も、コレステロールの吸収を抑えたり、大腸で善玉菌のエサに

「受け手ボランティア養成講座」
9月に開催します。
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。

安城
福祉まつり

サルビア
スタンプ

10月6日
（日)

イエロー
レシートデー
毎月11日 イオン岡崎南店

◉寄付をしてくださった皆様
支援金は…
会

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

振 込 先 … 口座番号 碧南信用金庫 本店 普通1062516
口座名
特定非営利活動法人 おやこでのびっこ安城

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♪

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♡みかわ

「チャイルドライン」は、18歳までの子どもがかける専用電話です。今回の通信は2013年から安城市の中学3年生
に向けて行っている「中学生と共に考える子どもの権利条約」の内容を特集しました。
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になるようにとの思いで活動を続け
ています。子どもたちの笑顔が増え、子どもたちの話に耳を傾ける大人が増えることを願っています。

佐地多美さん
チャイルドラインみかわ支援コンサート

日 時

15

ろの目の前で、
ある日突然、部屋の鏡が光り始めた。輝く鏡を抜けた先に

辻村深月著
ポプラ社
2017年5月初版

♪♪
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〒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://oyakodenobikko-anjo.org Eメール inf.oﬃce@oyakodenobikko-anjo.org
発行日：2019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〉

子どもからの 意 見 と 感

想

※公表することを明記し募集。チャイルドライン支援センター発行2018チャイルドライン年次報告より

●相談してホッとしたよ～！嬉しかった。色んな人、ありがとうございます！
私は、イジメで悩んだきもちを克服出来て嬉しかったです！（１0代 女子）
●最初怖くて怖くてかけようかかけまいか迷っていたけど電話をし
たときとても優しい声だったから話やすかった。私には嫌なことを
話す相手がいなかったからとても嬉しかった。生きていて良かっ
た。1人でかかえこむよりも電話をすればよかった。（12歳 女子）
●久しぶりにあったかい言葉をかけてもらってとても嬉しかったで
す。また泣きたくなった時に電話したいです。(14歳 男子)
●ネットを使って相談することが出来る日をもっと増やして欲しい。
相談したいのに相談できる日がいつも塾の日と被っていてなかな
か相談できないし、電話だと家族に聞かれるから嫌なんです。
忙しいと思いますが、ネット相談を増やしてください。(13歳 女子)

受け手の 声
“チャイルドラインみかわ”で子どもたちからの
電話に耳を傾けているボランティアの声です。

●私は将来のことや家族のことで相談した時に、親身になって
チャットしてくれて心が軽くなりました。家で一人の時はまた相談
させてください。本当にありがとうございました。（11歳 女子）
●こんばんは。今日、電話してお世話になりました。自分の今抱
えている悩みが解決したわけではないんですが、私の発言にNO
といわずどっちを選んでもいいよと優しく言ってくれました。何とか
頑張れそうです。これからもいろいろな不安に思えることがあるか
も知れません。また、お世話になるかも知れませんがその時はよ
ろしくお願いします。（17歳 男子）
●たった数分話しただけだったけど、温かさに涙が溢れました。自
分を肯定してくれる人がいるって思うとすごく嬉しかったです。すごく楽
になりました。本当にありがとうございました。（高校二年生 女子）

●若い世代はとても大変な時代に生まれていると思います。若い
世代は宝なので、少しでも力になりたいといつも思っています。
私のモットーは前向きなので、前向きな言葉をかけています。悩
みにも個性があり、最近ではとてもいとおしく思います。若い世
代頑張れ。私もいい受け手になれるように頑張ります。

●子どもたちの話を聴いていると「孤独さ」を感じます。社会全
体が人に対する思いやりに欠け、自己中心的な考え方になってい
るのではないかと思う。素直な心の子どもが安心して生活できる
社会になっていくことを望みます。

●子どもの気持ちを聴く体験を通して、寄り添うこと、共感する
こと、無条件に相手を受け入れることの面白さと難しさを日々感
じています。ここでしか知ることのできない子どもたちのいろい
ろな声に耳を傾けられる、私にとって貴重な時間です。

●チャイルドラインは、受け手を何年続けていても、電話を受け
るのは一期一会。電話のベルが鳴る度にドキドキします。電話を
かけてくれる子も緊張していると思いますが、気持ちに少しでも
寄り添えたらと思います。

●子どもたちの置かれている環境や人間関係を思うと、理不尽さ
や、時に自分の無力さを感じることもありますが、子ども自身が
なんとかしよう、変えてみようと、自力で立ち上がってくれること
を願いながら聴いています。

2018年1月〜12月

チャイルドラインみかわのデータ
【金曜日 16:00〜21:00
【第1を除く土曜日】 18:３0〜21:00
【第1日曜日】 18:３0〜21:00

着信数
会話が成立した電話の本数
開設日数
ボランティア活動のべ人数
ボランティア登録者数 受け手
ボランティア登録者数 支え手

1758件
375件
93日
266人
26人
7人

中 学 生 と 共 に 考 える

子 ど も の 権 利 条 約

「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から、安城市の中学3年生とともに
「子どもの権利条約を考える」活動を2013年から続けています。2018年度は安城北中学校で行いました。

2018年11月7日（水） ー安城市立北中学校３年生267人とともにー

講師：多田 元 弁護士

人権とは、人として当たり前のこと。子どもの人権は子どもを人とし

人権とは

て認めることです。
「子どもの権利条約」は子どもを守るために作ら
れました。1989年に国連で採択され、今年で30周年を迎えます。

＜子どもはまず、
自分の権利を知る必要があります＞

＜大人の役割＞

多田さんからのメッセージ
＜あなたは回復できる。変わることができる。＞
人は誰でも、幼いころから成長していくあいだに、
さまざまにこころが

自信
（自分は自分でいい、
自分への信頼）
、
こころの自由」
が回復する
のです。
子どもは誰でも、
「 愛して欲しい、
わかって欲しい、気づいて欲しい、

傷つく体験をします。
ときには、
こころに受けた傷がなかなか回復できな

知って欲しい、認めて欲しい、信じて欲しい」
という気持ちをいだいてい

いで、怒りや恨み、攻撃や不信などという、
自分自身を傷つけたり、人を

ます。それに応えて援助するのが、周りにいる大人の役割です。その

傷つけたりするマイナスのエネルギーになってしまうことがあります。

援助によって、
あなたがあなたらしく生きるプラスのエネルギーが上昇

子どもの意思や希望が無視され、権利が守られていないことがあります。それは

子どもの権利には
「生きる権利」
「 育つ権利」
「守

このマイナスエネルギーを大きく上昇させるのが、大人たちの圧力

子どもに対する人権侵害です。義務と責任だけを背負わされている人は、奴隷で

られる権利」
「参加する権利」
があります。大人の一

（無理解、
ネグレクト、無関心、独善・指導、否定・暴力、抑圧、不信・管

するのです。
もうひとつ、傷ついたあなたが、
あなたらしく生きるプラスエネルギー

す。義務と責任の前に、権利と人権があります。わがままは、悪いことでしょうか。わ

番の役割は、子どもを守ることだと思っています。愛

理、禁止）
です。
その圧力が、子どものこころに「大人はどうせわからな

を回復するために実行する必要があること。

がままとは、私のありのままということで、
それ自体は悪くありません。他の人の権利を

情や理解のある家庭がない子もいますが、実の親で

い、大人はどうせ無視をする、大人はどうせ無関心、大人はどうせ大人

それは
「自分を大切にできること、
自分を休ませることができること」
で

侵害するのが良くないのです。自分の権利の大切さを理解していないと他人の権

なくても家族的な安心できる場所があれば、子どもは

の都合で否定する、大人はどうせ信じない」
という不信感を持たせま

す。自分を大切にできる、休ませることができると心は自由になり、
自信

利の大切さも理解できない。子どもはまず、
自分の権利を知る必要があります。

ちゃんと成長していきます。成長できる力をみんな

す。
それがマイナスエネルギーを作り出すみなもとになるのです。
このマ

を持ち、安心できます。

持っていると実感しています。

イナスエネルギーにあなたのエネルギーを補給しないようにすると、本
当にあなたが、
あなたらしく生きるためのエネルギーを作り出す「安心、

差別されないこと。
いじめについて

＜やさしさが人権の基盤＞
弱いことは悪いことではありません。ひとりひとり
は弱いから、
それを認め合って助け合い、支え合いま
す。
そのやさしさが人間の文化を創っています。やさ

いじめの構造は、被害者をいじめる人、
その周

間として恥ずかしいことだと思います。差別は物

無力化

自身もいじめを受けていた精神科医の中井久

めが広がっていきます。透明化するといじめがあ
からいじめられるというのは間違っています。

には、
日頃から小さなことでもお互いに相談して、
でき
た体験を積み重ねていくことが大切です。子どもたち
は自分たちの力を発揮して解決していかなければなり

孤立化、無力化、透明化の段階をふんで、
いじ
たりまえになってしまいます。怖いことです。弱い

なかなか相談できないけれど、相談パワーをつかむ

無力に感じさせる、
ひとりじゃ何もできないと感じる

ません。いじめをこの世から完全になくすことはできま

透明化

日常のいじめが見えなくなる、
毎日のいじめがあたりまえになる

「障がい」をもつ
子どもの権利

子 ど も た ち の感

辛くても自分の権利は手放してはいけないのです。

＜自分がいじめない人になる＞

を知らないという未知から発生します。

本に書いています。

がします。やさしさをなくしてはいけません。
どんなに

ひとりぼっちの状態にさせる、
誰も助けてくれない

無関心層からなります。差別していじめるのは人

夫さんが、集団いじめの進み方の3つの順序を

しさが人権の基盤です。いじめはやさしさを失った人

孤立化

りのはやしたてたりする観客層、
さらに傍観者や

ゆっくりと、
自分のペースでね。あなたの人生なんですから。あなたは
回復できる。変わることができる。

せん。一つできるのは、
自分がいじめない人になること
です。皆さんが主人公。子どもが主人公と考えてもら
うのが良いです。

ハンディがあってもみんなと同じ生活を
していくのが人間の権利です。
筋ジストロフィーの北原敏直さんの詩を紹介します。

与えられた場を 生かして生きていく

朝と夕と空を見て 神の愛を考える

僕の生活は そうでなければならない

そうしなければ そうあらねば

その中で草木を愛し

与えられた場を 生かし

いかなる人間のことでも祈って

短くても濃い 一生にしなければ

◆大人と子どもの接し方一つで人生が変わると思った。
◆私も大人になったら、子どもを守れる大人になりたい。
◆やさしさが人権の基盤、そして弱いことは悪いことではないと
いう文を読み、弱いことは悪いことだと思っている人は多いと
思ったので、悪くないということを広げていきたいと思いました。
◆いじめをなくすのは難しいけど、しないのは簡単だということ
に、そうだな、と思った。
◆将来、大人になって子どもに接するときに自分は彼らに「子ど
もの権利」を認めているかを意識すると思います。

想

◆まだまだ守られていない子どもの権利が多いことが分か
りました。私はまだあまり子どもの権利について知らないけ
れど、これから少しずつでも勉強して知っていって、子どもを守
れるようになりたいと思いました。
◆子どものことをこんなに考えてくれている大人がいてすごく
嬉しかった。
◆子どもにはちゃんと権利があって、わがまま（自分の思い）
をいうことは、悪いことではなく、ほかの人の人権を侵害し
なければ、大切なことだとわかった。これからは、自分の思
いや意見をしっかり発信しつつ、他人の意見にもしっかり耳
を傾けていこうと思いました。

◆大人として一番大事なことは何かという話が心に残った。私も大人になったら、子どもを守れる大人になりたい。
◆「あなたの人生なのだから。人は変われる。」と言っていて、自分の人生なんだから、私のやりたいことを見つけ
て、笑顔で生きる人生にしたいと思った。そのために、変われるようになりたいです。
◆何かあったら、１人で抱え込まずに、大人に頼る、そして自分を大切にし、上手に休憩を取るようにしようと思い
ました。また、自分だけでなく、周りの人も大事にできる人間になろうと強く思いました。
◆人を人として認めるという考えを心に刻んで、もしも自分の身の回りでいじめがあった時、見て見ぬふりをしない
ようにしたい。また、自分が加害者側に立たないように気をつけたい。
◆子どもの権利について知ることで、小さな子どもたちを守ることにも役立つと思うし、自分が苦しいと感じたと
き、助けを求めることもできると思いました。

