子 どもセンタ… ののさん
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中学卒業後 の年長児の

子どもを三な対象にしていますが 上記の方針のもと この 2年 Sで
l・

重い

1題 を抱えろ :た りの小学 6年 生が「はるの家 Jに 入所 しました ■長児を

:1:tヽ :￨:す

l・

間設 して 3年 目に入りました。今晩寝

対象 とした 「はるの家 ￨で は 義務教育課程の子どもの遊びや学習を十分に

ためのシェルターを作 りたい 京都でもできるので

保障できないところがありますの■ できれば 児童相談所 の一時保護所の

子どちシェルター「はるの家 ￨は
る場●
●のない子ども

=の

ない力としヽう

=し

ヽ
から

NPO法 人を設立 し準備を始めたところ

いろいろ

な■Eに 意まれ 「 まるのス Jを 開設することができました力ヽ 既存のlt度
施設ではない子どもシェルターのE官 は

,日 が出たとこ卜負の状態でした.

前は京都で子どもシェルターが運営できるなんてとても考えられなかっ

̀年
たことに比べ ると
l‐

十■

ののさんでは 行き場所がない子どもは 「はるの家 Jの 空きがあるかぎリ
は 受け入れたいと考えています.iま るの家 Jは

NPOヽ 人子どもセンターののさんへの日頃のご支援

,ま

=1■ を=

皆 lTに 支えられて 3年 目を迎えることができ 子どもの

て かつか0前 道ですが変イ
オ嗜 讀につしヽ
との

を感 じています.

ほうが子どもtの 成長には良いのではないか迷いながら 受け入れました。二
人とも入所期間中に大きく成長 し 安全な普道の暮 らしと大人のあたたかな
日常力な関わ りの大切さを実感 しました。これからも シェルターが必要な子
どもは 空きがあるl● り￨ま 受け入れたいと思います.
量後に 約 1■ 5ヶ 月務めていただいたスタッフが退職 し この 1月 から
前 しいスタッフを迎えました 「 まるの家 Jの あたたかさにびったりの方です.

'̀し
しかし 子どもを取 りき く 況 ま厳 しく 2113年
度 まのべ 20人 の子ども
'大
｀
●
人
2013年
として
の
三●
Tし ました
度の特徴
￨ま
初 暴力 亡崎な虐待等に

題はたくさんありますが 皆 さんのご支援 ご協力をいただきながら 子ども

両iえ られなくなった子 どもが自ら■係性 賢に,護 を求め 「はるの家 Jに

達の持つ愛らしきと成長 への力に支えられて

やってきたケースが少なくなかったことで,

家 Jで あり航けたいと思います

キについて 以前に比
児童虐イ

子どものシェルターの広報 支援の力量ア ンプ 当法人の安定的経営等 謀

3年 目もあたたがい「 まるの

べれば市民の置 いが高まり 間I機 関の理,Fも 深 まったにも理わらず まだ

理市長

安保千秋

周曰に気付かれないまま 長年 虐■貫境 の中で生活をしていろ子どもが

Rる のです.

少 年 事 件 とシェル ター の 関 わ り
な ビ弁三十さんが子どもシェルターをや るんですか
問を ときどき受￨,ま す

少年院に入った少年￨,処 退三階を終了後 lt方 更生保護委員会の許可を

とは 法L

得て「lF退 院 Jと なります 仮退院できても 身寄 りがなければ安定した生

'
一般にはドラマなどの影警で 弁護士
ヽ
8■ を繰 り広げてし
る人たちだ

で栽■官や検察官と

2少 年 院仮 退院者の受 け入れ

こういう素オヽな質

l・

と思われてtヽ るの

活を言むことは困難です 生活が落ち着かないと 言び+行 に陥ったり 逆

でしょう ここでは "tヽ
少年事件にお する弁護士の巧わり方からご説明 します.

に犯罪の複害に道 ったりしてしまうおそれがあります。そこで 子どもシェル

ます ま 少年平■ について大枠だけご説明 します.手 をう
せした少年

ターが少年院から仮退院する少年を0の 自立準備ホームとして受け入ll 安

(男

女と

も

ま 警察■■察で取調べを受けた● 家庭堺 JFに 送られます.一 定の

定した生活を送れるよう支l.す ることがあります.

事

では 家庭■ 11所 で害+Jを 受 (す ます。 ̲‐ +￨の 結果によって 少年院に

0保 護観 察所 に自立準備ホ ーム として登録

'7‐

入った り 保護奇察を■ 1す たりすることがあります.言 ￢1は
こで 裁判官i導

=行

非公間の審判

「保護観察 Jと は 社会生活を送 りながら 保護観察所の指導監督のもと

われます 言判は 少年にl・ 省を促 し 白土更生の意

定期的に保護司を訪ねたりさせて 立ち直 りを見守る制度です.害 判で保護

欲を■起することに重 きを置いて進められます.
この少■事件で■護士 ま 少年の「付添人Jと して活動をします 刑事 ドラ
マの 弁護人 'の ように

を主張することもありますが 大■は罪を認めた

'子
上で どのようこ立ち直っていく
かとtヽ うことを中tlこ 長■します.具 体￨￨に

観察を言い渡された少年も 少年院を仮追院 した少年も 保護観察を受けま
す。 2011年 から閂娼された 「自立準備ホームJは 別お所や少年院などを
出た後

帰る家のない人が

の 設です。
It・

自立できるまで一時的に住むことのできる民間

設が特長を生かして 自立に向けた生活指導などを行うこ

繰 り返 して内省を深めるよう促 します 保姜者や̲― ●の教員

とができます̀施
。子 どもシェルターは倶護 観 察所 に 自立■惰ホームとして登

や肩主などと面芸 して 今後の間わり方や受け入れ態勢について協議や働きか

録 し 保護観察を受けることになっても口 呂のない少年を受け入れ 自立に o

けを行います.審 +,こ も同市 し 少年の立ち直 りのために￨]応 しいll分 につい

けた支援を行うことがあります

￨よ

少Eと 面

=を

て意見を

=べ

ます

丼護士として少年亭件に円わっていると 少■

さて このような少年事件の手続きに関道 して 主に次のような場面で 少
年たちはシェルターを刊 することがあります.
「
￨● 試験観 察の補 導委託 の 受け入れ
喘 姜観察 Jと は

年を民間団体 に手ねること,「 柿

=姜

託 Jと

￨ヽ

ることがあります。

きっと役立ちます.こ・●ことが 弁護士が子ども
シ=ル ターに開 I・ る一つの動機になっています.

います。子どもシェルターが

補導吾託を受話 して■ヽ 観察中の少年を受け入れ 家庭的な生活環境を提,

=す

の受け入れtを ,と が見つ￨す たい という場面に
・
出合います。そんなとき 0〜 0の 役割を果たせ
る子 どもシェルターがあれば少年 の立ち直 りに

1回 の害+Jで お論を出すよりも しまらく少年に社会生

活を違 らせてその卜子を観察 したほうが員い場合に行われます。その際 少

して立ち直りを支

l・

理亭

小町崇■

「はるの家 」のレ 7濶 ょり
̲‐

「はるの家 Jで は 事 晴があって「・ rと 一結に生活 Jが できなくなった子どもが職員 (F泊 スタッフを
・
含む)と 一緒に過」してしヽ
ま■.I・I員 スタッフに よ 子どもの気持ち [常 り添 いⅢ■ 合 う日常生活と t
冨 として,る べ きさ■ざまな多くの業務があります
f̲￨ま

昼食 夕食をつくることで少しでもお手伝tヽ できれliと 思い 日勤ボランティアとして蜀わってしヽ

ます 出来立ての昼食をみんなで一描に食 べたりらしゃベ リを通 して 実は私自身の元気の源となろl.青
を過ごしています。問設から2● たち 家庭料理中心のレシピからいにヽるほんの一言
「 を襦介 します.

ル
■じゃが チ ー ズ O材 料 いがいも とうけるテーズ 塩 すラダオイ
■を書き 洗って水にさらしたしゃかいもを■ くゆでた後に デルにあげる フライバンにオイルを少 しひき じゃがいもを■げ目が全体につくくらいに焼 く。塩
を少々 :っ てませたあと とろける手―ズをいれ‐
●.チ ーズを加えてさらにチーズがカリッと,け ると出来上がり

X子 どもだけではなく大人にも大人気.み ん

なの味見を見通 して 15信 はつくる.

0材

■ きつ ね うど ん

料

うどん 揚げ ネ■ 出し昆市 かつhiし

:夕

精 塩 みりん 淡□しょうゆ

tt.し くなるように首道につくる.
ツ昼食峙 声をか,す ても前夜の夜やってきた子ども よ自堂のまま
ださった だし十まですっかり

'ら

.大 江施設長が部屋に食事を届けられ

食べ終わ ったであろう頃合 いをみて食器をさげてく

っにになった食器をみて 思わずヽたりで 1つ と実¨になりました。

■チーズ 入リハ ンバーグ
ハ ンバーグの■のなかに曰形手―ズを道当な大きさに切って入れる.
■ きたては千―ズがとけておいしtヽ .さ めたときは電子レンジて暖め直すとよい。

/1.る 日のこと みんなの リクエス トでバンバーグと付け合せの一吊￨[じ やがテーズをつくることになりました ハンバーグの種をまとめていると 「チーズ入 リ
のハ ンバークがいtヽ ■Jと カウンター越 しにつ ,:や く声が 「そうやね― 今 日は固形千―ズがなtヽ し 次につ くるハ ンバークにはチーズ入れるしね Jと いうFl
の言葉を■たす●女は二階の白室ヽ.
いるなどうかより ささやかな いえ 彼女にとって掃一杯の提事にもかかわらず 私がとっきのことと￨よ いえ固形テーズにこだわったた‐ 自分を
・
否定されたよう [,っ たことでしょう.ち ゃんとケ食をみんなと食べたことを,と で昨 ましたが 後ヨチーズ入リハンバーグを作って やっと宿題を終えた気分でした.
テーズが入

,て

,日・●献土は子どもたちのキヨを入れつつ調理すろひとが考えます.献 i宗 ま調理 したメニューを書き込み 同じメニューが重ならないようにしています 季
節 のう,に ちなんだ ￨.コ i料 理やちらし寿司 また卓上でお1子 み帰きやおなべ を国むこともあり 大勢で食 べろとよりおいしく感 じます.
●員が調埋する必要がある日がまだまだたくさんあります。少し与間に余裕ができて 子どもた
F勤 ボランティアとして,理 のない範1利 でということですが ●
ちと―宅に食事 ス しんでみようと思わ●lる 方 「ののさん 10■ 間にお入りになりませんか ?
.・

お行ちしています

!

ボランティアスタッフ 衣川民子

非 行 少年 をの べ 100人 以 上 雇 用
Ъ司県￨̀九 ￨1市 で 3●

=JIガ

ソリンスタントを経営する,□ 姜■■

17●

は これまでにのべ約 120

人の保護 .・ 空中の少年■少年院退院者を●仁:￨[雇 月 してきた.童 社 []￨ヨ にスった少上 に罪を償わ
せ 自社で層用する まかりか ■ ■tヽ 1生 活支損 ￨ま でを行ってきた社長た。その取 り徊みには■筆す
べ きものがあろ.
■本■生活吾慣が身についてしヽ
ないた
・￨に [亥 [す る社員 ̲t 野口石油では見,さ ない 社長■t豊
員がスまで迎え [い く 「延えにいくこと [よ ,て その少■は 延えにこらイ
■る
心をもつ

'ら

と野コ社長t■ 盲￢する

●遭 ま 受情を■ ぐことと層
買生 ●

=・

行こうという自立

■亭を通 して,一 ムワークや責任忠など 家

￨を 与えることだ

う信念のもと ,̀口 社長は「 クラブワークJ
とt.う ■え方 1二 Eコ ヽ
■五■づ くりをめぎす.ク ラフワークと ま け三互にiめ 合い力′｀一しあえる間7

=て

,17ろ l■ ttt｀ ながった社会性を身 〔つけていくJと

● 助 す合ってレベルを二￨￨て
l■

tヽ

tヽ

■る青イ
ス伴 Jの ことだという。そ ために 野口石油では 「会社の
I●

■コ姜 LF ll,̀:三 年●た￨
■■回ヽ ■￨:豪 ■ ●
●■ 福 F県 ￨二 tF九
'F■
「

‖三

==■

岸千忙￨ま ,具 三姜ではありません.:一 生章0さ ￨で す 物を大切にする しの ,れ らいを大切にするなど 結果ではなくその人の工張 りを互いに評価 し 誉

め● える世界 Jを 重● して,ヽ る.
野口●長の実践li「 白1l Jで ある.で きるだけ多くの,1行 少年を雇うために■員f訃 を退上するそのチは 行政からの言助全や個人および各種日本からの寄
付金をアテにする[こ

=と

,一 ■を画する.

=政 に‐lし て

また 対象児の生■￨テ 況の改善を「社会IIl手 電 ￨と して考え

をヽ きかけてtヽ る■も・ f口 に長の■微t.￨ロ ス1与 ■動●に
ぃた実鵬を
=づ
'i策
Ⅲ営■に発展させようとする意まが見られる。野口社長は 事業所所在地の福
F県 ￨̀九 ,1■ に日さう11 補導■逮●[力 'ら る少年について 雇ってう■ 1
■以内に,単 所に損害を与えた場合は量夫 loo万 日を見
として支ユ う11■ を実手に,い た。こl■ によサ ,J象 児の虐月に踏み切る全■力 えた￨ま ● らを
'噌
=金
取 り誉 く社会環岩をよくすることができるだろう.
保護祝■由の少■や少■l..=院 者の雇用を 「全■の社会￨=責 任 Jと 考える野口社長のような経営者がtヽ れば 対象児の末■はIIろ tヽ
.
なお 野口麦弘氏に対 し 児童福■ r設 やグ年1党 など退
・T(院 )児 をヽ■ IIIに 雇用,る I・ 首
ま彰を日■とした 「■ 1コ
のロバー トオウエン貞
権

F

現

7・

"●

パー ト ォウエンを探,,It'損 与き
・ lた

1両 吉
]■ ■韻,朝 IJを

=し くま 2oll=2月

=の

JI■

=代

18ヨ ￢十日tF聞 (■ i

■限 名古屋■■■,朝 =1 2011■ 2「 19曰 11判 ヨ千荒

,「 されたt,
珪亨

吉田チ弘

日本 子 ども虐 待 防 止 学 会 第 19回 学 術 集 会 信 州 大 会 に 参 加 して
1は じめ に

崚 は

'け

2013年 12月 13日 から14口 に開催 された日本子ども虐行

l●

■学会

JI大 会に,加 してきました.

私は 今弁護士です￨￨￨つ て￨ま
t｀

くつかの現

=を

大学院で鳴■,い E学 を学●

=

+■ 勤で

,￨け ■ちしながらカウンセラーとして働 いてtヽ ました。その

硯;の 一つに■脩障がtヽ 児短■治庁施設が制

子ども虐イ
￨に は 当時がら

青 いを持 ,て いました.

た年以上も￨￨。 )こ と,と

■行を取 りさ く事1肯 につtヽ ■どう変わって

￨を ,ロ リたtヽ とt,う ことでした。

t'る

時■に力't蜆 諄●晴
,l.Fは E,で したが

F施 設では

産餞

そ
・ lで も子ど

t・

=の

わち層待力｀
生 した■の 人員,の 賞与
:き

員のイヽ音●員で したから 働 いた
置すれてtヽ る,況 の資]Fさ

すな

子をlilら 分離 したあとのバー ド

面の資:;さ をケ日るに￨よ ‐分十長さでした かつて●置7:静 rF● ̲時 保
一 日T修 に行かせていただきました力￨そ の:=の 一峙

'護

言れられません。

=所

[

■の
「
「 泉￨ま 今でも

今日の学会参力]の 甲■の一つとして ま 当時F■ が い■■を学んでしヽ
たころ

2実 際に大会で

自分にF奮 で,
フーウッド

'と

(1)大 会規模 の大 きさ
ム 特月J講 ●

4つ の特月1譜 ●

回吟ブ ロ

'ウ
3つ の..● 1■ 計■ 50‐
1分 イ
ヒ会 51の 口三■■ 590ボ スター

セッション●

■てtヽ ました.こ れだけの発表数があるとtヽ うことで ど
さ´

"意
イlだ けの大きな担完であるか
をご理年いただけると思いま,。 私 ま ■会シ
ンボジウム ■
漕に出席 し そしてののさん企画の分科会のお■は ヽ
そ
=1書

しました.

これは何度も読み[し ました 離妊具■

ロビン
男i薦 係

または自分力1交 諄,=手 とt,つ も司じ′ヽターンに■ると

悩んでいる方年にお蜀めです.,
「生 :■ 合きた ヽ ま初めてて 正直―舌楽しみにしてt,た ●題■■りまし

[ ■話0■ ●の素1言 らしtヽ こと 声のトーン '「 場
のつけ方 内容,わ ,り ■すさ■ :き 込 まれます ラフオの,'一 ソナ,テ ィ
をしてしヽ
たとtヽ ぅことだけでは,+由 づ￨す られない 落合さんの人
のも●
●が
た。ます その内容以前

,そ

そこに隼■されているような そんな,い への普春方です.今 までtヽ ろんな手■
を見てきました力ヽ ■●でこたな ,う に●をがしっとつまれたのは￢めてで,

(2)大 会シンホ ジウム
人全シンポ

'ウ

■

ム￨ま 「子 ど■の虐待死を言賞に減 らす戦略 官民で考える

目F設 ‐ 具体■行動 Jと

tヽ

うタィトルで 厚生労衝せ人E官 言■査官 児

童相:￨・ T・
・ 長 弁護士 母子保型t合 医

ンター 同立蔵育医療研究セン

ターの方たちがそれぞォ
1の 上場で 虐■
「
の:舌 をされました

を,ら すたうになにができるが■

=セ

私ま ■
学術大会で 国の官i'■ できて話をヽるということ白● 1■
=の
●
●
こ 取 り[み 苺ヨが表れていて これ ま昔 [ま なかったことと言
平価 しながら
も 児亘7目 ま所
・浜 の話の白で 児童￨=談 ■■員たちが 亡しすぎる
人員

うヽ

事■をやる弁護■

に,1大 合では 大会シンボ
グラム

■合さんが罰訳 した「受しすぎるまたちJに 者
tヽ

サないというit

ああ こ
・■は■かかつて,し ■の■門

0ま

り

して働

'足
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(4,の の さん企 画分化会
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レイブJと い う落合さんの■品は読まなきゃtヽ けない本ですが■めて￨ヽ ない

でもとても大きな問題で,.

'■

,舌

をしてtヽ くのかという■ヒ ￨と

=コ

￨■ (

+F■ ら IF=

3最 後 に

日本 人
あつて

私 力'学 会 に,力 ]し た目的が遭成で きた,と いえば
す

・

tiけ で きたので

ことつ'ら れは と,し ても思 って tヽ ただけた らT.も うれ しいです し もし

,を

が とても大 きく これだ けた くさん

方 が子 どもE有 に■ り組 んで'卜 んだ と感 じることはとでも心■ く

￨ま

子 ども虐イ
●を取 り普 く 人 員面

￨― 晴

=■

,●

==■

一時夕議

(児 童￨」 ま所のll員

11た 後の′
:さ

また また という1大 規 をあ :,た らて認証 しました

のの さんに

またはののさ
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自分 もな ￨=が その一ず になれ ,■ ビ と,っ た こと ま成具 といえ￨よ 成果 で
その一方で
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んのような全 目 loか 所 ほど設 iさ れている子 どもシェル ターに ビひ寄
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も悲 しいことです.

■ のつたない文章 を壺 んで みな さんがなにか子 どものためにで きる
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当の意味 で子 どもの ことを大 事 に していな いことの長 れで
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モコさんのファンになりました
2011■ 3月 2E IEヽ 〔子どもセンターののさん間手 2周 年記t読 漬のう:Fと してJヽ 道■」さんと
′賀,,1完 土をお￨∃ きし 「 まだま

=

あたし■■■ 2014 と通 した●話をしていただきました。私 ま

そll以 来 モコさんのファンになってしまいました。

1■ 鸞(■ わたるブレゼン 4ま 御自分〔お言さに■った多くのイラス トを中心に

'あ たし,■ Jの

内容

を大●わかりやすく説調していたださ モコさんの「こつこつと●み上￨デ てものごとをつくるJお 人

"が
伝わ ,て きました.■ は モコさんの ほのにのとしたイラス トが大好き こなり 譜演直後に「あたし研
下 11「 あたしF■ 2Jの 2冊 とも需入しました.I.れ すら■口雪●の中でiみ

楽 しんでいます

モコさんの前■ ￨[這 んでいく生き方が大,き です.30れ を過 ぎてがら高ドltの 喜開症スペクトラ
ムと診断 さl■ た■

「分 よ II失 するJこ とに亭急■
●たしのスタンダー ドJを ■めて 下■手な言

きってtiす .そ して「■ らしくするJこ とを目標 になきっています.こ のようなモコさんに 置.は し,ら 共● します
モコさんは今後の諄題 として ￨あ たし研究 ̲t杭 りることJと 同l● に 「■証や固定■念〔できている高tヽ 生 の向こう [い る「足型発tの 人たち との「橋
■llば とFっ てしヽ
潰 し ,=● イ
るとおっしゃいました この N ews ettelの 京稿を言tヽ てtiろ l̲は 早たして「高tヽ 三 Jの こちらにいるのが 向こうにいるのが 二宣
なところ よくわからなくなってきました力￨と もあれ モコさんti ご請 ■や 「捕 く 書く ことで景晴らしい 「信tし J こなってt,ら っしゃいます
日分でき埋にはよくわ￨｀ らなt,の です力1史 は請 員の日に■ 1モ コさんともっとお話 したかったにも間わらず イ
古局モコさんにお声力ヽすせずに帰途につきまし
つつ モコさんの本を絆 り,Eし 読んでtヽ ます
た.多 分「ゆっくりしたらtヽ t.Jと 思ったからでしょう.ま たお会 tヽ できることを

'り

理亭

桐野由美子

編 集後記
本来は4月 1■ を自7ヨ したニュースレターですが すい●ん遅れご迷京をお ￨し ました さて 昨年末に ミネルヴァ言房より 子どものニーズをみつめる
"■
●設 D ゆみ つば￨ヨ のジェネラリストソーシャルワークに基づく■■
児童●護・
が,IJさ れ話題となってしヽ
ます.編 ■者の大江ひろみ氏 ま シェルター「は
・
るのオJの ■■議長です また 石塚氏 山辺■ よどちらも当センターの理言です.困 難十1ナ 況を生き 子どもたちの支l.に 権刊lll護 と民主主義 皐力の否定
/・

を■き 勘と 験だけに損らない史Eの i責
ねが■録さl■ ています ゼひご―読を ●南田■夫)
^重
「

NPO事 務 局 の ご 連 絡 先 な ど
●入 所 申し込 み、お 問 い合 わ せなどにつ いては、こちらまでお願 いします。
〒 6040863京 都 市 中京 区 巴町 81み やこビル2階

111 TEL:075‑254‐ 8331
,「

[,10 ]「 t,I

●

NPO法

FAX:075‑254‑8332 (1)E― Mall: info@nonOsan Org

正 会 員・ 賛 助 会 員、寄 付 を募集 しています
正会員

(初

賛 助会員

年度入会金 5000円
(個

を募集 中です

人 子どもセンターののさん事 務 局

■京都銀 行

年会費 5000円 ,

人会員 1口 年間 3000円 /岩 大会員 1回 年 間 10000円 )
また 寄付についても障時募集 中です

詳 しくは電話 または E Ma‖ にてお問い合わせ下さい

入 会 金 、会 費、寄 付 の 振 込 先

￨

京都市役所前支 店

普通預金

3659729

特定,1営 利活動法人子 どもセンターののさん 理事 安保千秋
ドクヒ

ドモセンターノ/サ ン

リシ アボチアキ

'コ

O九 九支店 当座預金 0144433
特定非営利活動法 人子どもセンターののさん

●ゆうちょ銀行

ヽクヒ,コ トモセンターノノサン
′お振 込 催

メ‐

k FAX′ ヽガ キ の い ず れ か の 方 法 で

事 務 局 まで お 知 らせ 下 さい

