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チャイルドライン♡みかわ

チャイルドラインみかわ

〒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～金曜日(祝日休）10:00～15:30
ホームページ　http://oyakodenobikko-anjo.org　Eメール　inf.office@oyakodenobikko-anjo.org
発行日：2022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〉

食養生とは食べ物によって心身の健康を維持することで、様 な々考え方がありますが、今回はそ
のひとつ「五行」から考えていきましょう。五行とは「木・火・土・金・水」を指しており、自然界や人
体などすべてをこの５つに分類していきます。「酸・苦・甘・辛・鹹(かん)」の五味は５つの味を、
「肝・心・脾・肺・腎」の五臓は５つの臓器を指します。五味には五臓を補う働きがあります(下図)。

食養生のはなし

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。

安城市内約180店舗の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。台紙１冊(378枚)が500
円分に。お買い物券としてご利用、または碧海信用金庫
の本店支店に預金することもできます。集めています♪　

２００１年から行われている取り組みで、毎月11日に出される黄色いレシートを地域のボランティア団体名の書かれた箱に
投函していただくと、合計金額の1%と同額の品物がそれぞれの団体に寄贈されます。レシートが必要な方にはサービスカ
ウンターで投函用のレシートが発行されます。3月は、日程を9～11日の3日間に拡大して、東日本大震災の被災地の子ど
もたちを応援する「東北復興支援イオン黄色いレシートキャンペーン」が行われています。ご協力よろしくお願いいたします。

ご 支 援 ご 協 力 ありがとう ご ざ い ます

サル ビ アスタン プ

＊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。

支援金は…

個人…一口1,000円/年
団体…一口10,000円/年

会　　費…

口座番号　碧海信用金庫 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

振 込 先 …

毎月11日 イオン岡崎南店

◉安城市社会福祉協議会様
◉イオンリテール株式会社
   イオン岡崎南店様
◉サルビア司法書士事務所様　　　
◉デンソーグループはあとふる基金様
◉支援会員の皆様
◉寄付をしてくださった皆様

♪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。

2021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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・898件
会話が成立した電話・・・・・・・・・・・・・・367本
開設日数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・88日
ボランティア活動のべ人数・・・・・・・291名
ボランティア登録者数　受け手・・・・26名
　　　　　　　　　　支え手・・・・・７名

●電話の主訴 ●年齢別会話成立電話数

生きづらい世の中のすべての人へ。
よのなかにはいろんなひとがいる。
ひどいことをされたとき、
きみのあしをつかってにげていいよ｡
そして、きみのあしをつかって
「まもってくれるひと」「わかってくれるひと」を
さがそう｡
にげて、さがして、うごいて…。
あなただけの物語が見つかりますように｡

『にげてさがして』

作者:ヨシタケシンスケ   
発行所:(株)赤ちゃんとママ社 
発行:2021.3.16初版

中学生と共に考える 権 利 条 約子 ど も の

「チャイルドライン」は子どもの「声」を聴く活動です。子どもの持っている「力」を信じ、指導や批判をしたりせず、子

どもの「声」に、ただただ耳を傾けます。私たちは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活動を続けています。

事前に社会科の授業で「子どもの権利条約」について学習し、権利について思った
ことなどのアンケートをとり、講演後には、今後の自分の行動にどんな面で役立つ
と思うかなどのアンケートを実施しました。講演を聴いた子どもたちの声を紹介し
ます。

講師:多田元弁護士　　2021.11.18(木)安城市立桜井中学校3年生とともに

　◆「弱いことは悪いことではない」この言葉が今回
一番心に残って、辛いことがあったらこの言葉を思い出して
頑張っていきたいです。
◆自分はいじめられる人は弱いからという偏見を持ってい
ましたが、多田さんが弱いのは悪いことではないとお話し
になり、考えが変わりました。
◆一番心に響いたのは、いじめやトラブルは完全に無くせない
としても、いじめない人になることはできるということです。

　◆子どもの時から人権を知ることで、他者の人権
も尊重でき、いじめをする人も、いじめられて助けを求め
られない人も減ると思いました。
◆今回の話は、とても心に刺さりました。私たち子ども
にはちゃんと権利がある、自由に生きる権利があるん
だと、自分を信じて生きていこうと思いました。
◆大人のいうことを聞くだけではなくて、自分の意思
で行動して、意見をもっと周りに伝えても良いことを知
りました。

　◆いじめや差別、独り身の子ども達に寄り添っている
多田さんのお話を聞いて、後に続かなきゃと思った。お
話を聞いた僕たちが少しでもこの問題に対して向き合う
べきだと思った。
◆多田弁護士の子どもを守るために様々なことに取り組
んで、実行できる姿は本当に尊敬できます。例えば、子
どもに手紙を送ったり、パートナーとして子どもの言葉に耳
を傾けたりすることは、誰でも簡単にできることではない
と思うので、すごく憧れ、私もそんな大人になりたいと思
いました。

　◆大人になって一番大切なことは子どもを守ること
とおっしゃっていたのが一番印象的でした。
◆私は、今回多田さんのお話を聞くことができて、良か
ったと感じています。いじめや、大人に害を与えられた子
どもが多田さんのような人たちに出会い、本当の幸せを
手に入れることができ、同じことを繰り返さなくなる、そん
な幸せにあふれた未来を見せてくださり、ありがとうござ
いました。
◆多田先生がいることでたくさんの人が救われたように、
子どもに寄り添い、愛してくれる人が１人いるだけでたくさ
んの人が救われるのではないかなと思いました。
◆大人の都合や思い込みで自分たち子どもが悲しい思
いや苦しい思いをしていることがあるので、子どもの権利
条約がもっと広まってたくさんの子が守られて欲しいなと
思いました。
◆多田さんの話を聞き、思ったことがありました。「力に
なってくれる大人は私が思っているよりも多い」ということ
です。親に暴力を受け、苦しみ、今も心に傷が残っている
という話がとても心に響きました。同じ思いをする人が増
えないよう、私も周りを見て寄り添える人になりたいと思
いました。

　◆何かがあってから相談パワーを身につけ始めたら
遅いと思うので、日々の生活から相談パワーを身につ
けていきたいと思いました。
◆一人で悩んで決めつけてしまうより自分から誰かに相
談することが大切だとわかりました。

　◆ちゃんと自分を大切にして休ませることが大切だ
と分かったので、マイナスな気持ちになったとき、気付か
ないうちに心が下へ下へと行かず、自分の気持ちに気付
いてしっかり休めるような人間になりたいと思いました。
◆今の自分を大切にし、自信を持とうと思いました。

・イライラしている時は、リラックス効果のあるコーヒーや緑茶を飲むことで、気持ちが落ち着く。また
は、「木」を打ち消す「金」の食材＝辛味を取り入れると良い。
・肝臓の働きが悪くなっているときは、食事を食べる前にレモンを絞ったり、酢の物を食すと良い。
など、いろいろ活用できますので参考にしてみてください。

【苦味】…「心」の働きを
促進し、血液を全身に送
り出す。夏/赤/喜ドキドキ

魚や肉の内臓、セロリ、ゴーヤ、きゅ
うり、緑茶、コーヒーなど

【甘味】…「脾」の働きを促進し消化
吸収を助け、不要物を排出する。　
土用/黄/思クヨクヨ　牛肉、卵、もち

米、トウモロコシ、バナナ、黒豆、カボチャなど

【酸味】…「肝」の働きを促進し、消化を助ける　 
春/青/怒イライラ　豚肉、レモン、トマト、イチゴ、ミカン、梅、酢など

イオン 幸せの黄色いレシートキャンペーン

木
火

土【辛味】…「肺」の働きを促進し、呼
吸や全身の水分量を調整する。　
秋/白/悲メソメソ

シソ、生姜、ネギ、ニンニク、唐辛子、ワサビなど

金

【鹹味（かんみ・塩辛い）】
…「腎」の働きを促進し、水
分の代謝と貯蔵を行う。

冬/黒/恐ビクビク
タコ、イカ、アサリ、味噌、塩など

水

その他 15
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寛容とは、多様性を認めること
（tolerance)

子どもと親、子どもと大人、自分と他者、国と国、人間と他の生物。異なる関係、文化や環境…
それぞれの日常の中で、お互いを思いやり笑顔で毎日を過ごす。そんな暮らしをしてみませんか？

チャイルドラインでの学びチャイルドラインでの学び
　電話の向こうから聞こえる声は、今、その子がいる場所で起こっていること

を私たちに伝えてくれます。電話がなければ知らなかった現実｡楽しい嬉しい

話もありますが、大変な話も多くあります｡

　さまざまな子どもがさまざまな状況で毎日を生きています｡一本一本の電

話から、まず個々の現実を知ること、その子の思いを聞くこと、一緒に考えるこ

と、そして、電話の後も考え続けることの大切さを学んでいます。

　電話をした子も、自分の状況と気持ちを言葉にして外に出し、思いを聴い

てもらうことを体験します。それは自分で考え次にすすむきっかけになるかも

しれません｡

　子どもたちの状況を知り、伝えようとする中で、今まで隠れていた多くの問題

が少しずつ明らかになり、その現状を変えようと動く人たちが出てきています。

　たとえば、フリースクールや子どもの居場所づくり、子ども食堂、学習支援

NPOなどの活動です。チャイルドラインのような子どもの悩みの相談先も、少

しずつですが増えています｡10代～30代の若い人たちが当事者として関わ

りながら活動していることも希望です。

　また、校則を生徒と共に見直す動きも始まっています。これもお互いの立場

や考え方の違いを認め合いながら、話し合いを重ねるプロセスに大きな意

味があります｡

 知ること、想像し理解しようとすること、発信すること、考え続けることを大切

にして、寛容な社会を目指していきたいと思います｡

チャイルドラインの受け手としてチャイルドラインの受け手として
　受け手を続けて10年。効率重視で弱さを排除しようとする社会システムの中で、～でなければな

らない、という枠に縛られ、自分自身に対して不寛容になり、常に自己否定を繰り返した苦しい時期

がありました。

　その時期を乗り越えられたのは、受け手ボランティアとして子どもの権利や性教育について学び、

子どもたちの話に耳を傾ける中で、一人一人かけがえのない命。人それぞれ違って当たり前。存在こ

そが素晴らしい。そしてそれは子どもも大人も同じであることに気づき、救われたからです。

　子どもたちは、いじめ、虐待、貧困、ヤングケアラー、ゼロトレランス(不寛容)、ブラック校則など、さ

まざまな状況の中で心の中に閉じ込めていた気持ちを電話を通して伝えてくれます。

　話を終えて、これでよかったのか、もっとできることはなかったのか、無力感を感じることもたくさんあ

ります。そんな時はチャイルドラインの仲間に話を聴いてもらい、自分の気持ちを受け止めてくれる人

がいることの心強さに励まされ、再び電話の前に座ります。

　子どもたちの不安、苦しさ、不満や怒りなど、ありのままを受け止め、子どもの心の居場所、寛容な社

会をつくっていく居場所の一つになれるよう、この活動を続けていきたいと思います。

寛容と不寛容・心にゆとりを寛容と不寛容・心にゆとりを
人は誰でも自分が不寛容になるかもしれない場面に出会うと思う。たとえば

　　　・睡眠不足のとき

　　　・ストレスなどで心が弱っているとき　

　　　・物事に白黒をつけ、問題を早く解決したいとき

　　　・自分の努力や才能に固執しているとき　

　　　・自分が正しいと思っているとき…

そんなとき、他者の気持ちや自分の気持ちを思いやり、できるだけ寛容な態度を選択

していきたい。

他者の言動をよく受け止め想像し、些細なことをきびしくとがめだてしない。そのため

には心のゆとりが大事なのだと思う。

子どもが廊下を
走っているとき

制服を決めるとき
(選択する自由)

マスクを
着用していない
人がいるとき

コロナに感染したら
どうするんだ！
全員が守るべきルールだ！

ズボンは男の子
スカートは女の子
靴下の色は○○
髪の長さは○○
校則で決まっている！

人にぶつかると
危ないから気をつけて
できるだけ
走らないように

天気もいいし
元気に遊んでて
楽しそう

何を着るのか
何色を着るのか
髪を切るのか伸ばすのか
ひとりひとりが
決めること
自分自身で選びたい

子どもたちが
公園で
遊んでいるとき

うるさい！
こんなところで
ボール遊びをするな！

チャイルドラインは「子どもの権利条約」の理念に基づき
子どもから学ぶ姿勢を大切に活動しています

子どもの権利、子どもと大人の関係、まずは知ることから
表紙の子どもたちの声をご覧ください

「いろんな場面、いろんな言葉」
走るなと言ってるだろ！
何回言わせるんだ
どうしようもないな

マスクを着けてないのは
何か事情があるのかな？
痛みを感じたり、
気分が悪くなったりする？
（感覚過敏、発達障がい、
呼吸器・皮膚の病気等が原因）
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