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今年もJ Aあいち知多女性部半田地域の方々から半田産業祭りでのフリー マー

ケットの売り上げの中からご寄付をいただきました。皆さんのご厚意をありがた＜

いただき、子どもたちのために大切に使わせていただきます。. . . . . . . ..... 
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今年度餅米(5キロ）、お米Cloキロ）や餅つき器のご寄付がありました。1月に

餅を作って，みんなで食べました。お米はスタッフが家で炊いて冷凍にして、昼食

を持ってこない子がレンジで解凍し、レトルトカレーで食べています。また、祝う

会でもちらし寿司にしてみんなで食べました。ありがとうございました。. . . . . . . ..... 
········· ん＇ ソ ー •···········•
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トキャンペーンにこ協力を！ , .... .. . . . . . . . .... . 

「イオンデー 」（毎月11日）にイエローレシートの合計金額の1%をイオンギフト券でいただいています。今年は10,200円

あり、文具や遊び道具を買わせていただきます。イオン半田店に黄色いレシートを入れる箱がありますので、ぜひご協力下さい。

今後の予定と活動
• 2 0 1 9年総会のこ案内 5月1 1日（土） 13:00� アイプラザ半川109号室

会員の皆様のご参加をお願いします。

•第1回、第2回お助け講座 母親のための座談会 定員1 0名 時間：13:30�15:30

第1回5月2 6日(B)、第2回6月2 3B(日） 場所：アイプラザ半川 2F第5会議室

•第3回お助け講座 父親のための座談会 定員1 0名

7月2 1 B (日）13:30�15:30 アイプラザ半田 2F第4会議室

•第4回お助け講座 聴き上手になろうpa『t3(カウンセリング講座） 2020年2月2日 アイプラザ半田

•第5回お助け講座 のはす会の紹介とスタッフ養成講座 2020年3月8日 アイプラザ半田

＊アイプラザ半田 大規模改修工事が8月1日から始まります。

109、 110号室はエアコンの取り付け工事だけですので、通常通り使える予定です。11月30Bまでですが、

講堂等の工事は2月29日まで続きます。 工事中は車両の出人りや資材搬き場があったりして危険が予想され

ますので、入り日が変わったり、規制があったりします。 ご利用の方々には後日詳しくお知らせします。

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
ご協hありがとうございました。 皆様の志が子どもたちの未来へとつながります。
＜畜付者の皆さま＞ 平成30年11月～（掲載可の方々です） 順不阿 敬称略

小出由里子、 三井弥生、黒瀬育子、山田昌代、竹内治枝、小川由美、那須陽向、那須汐恩、橋本恵理子、
竹内建造、市田多美恵、鈴木郁夫、北原稚香子、石黒雄大、稲生千恵、久米未祐、脇田紘希

く多額のご寄付ありがとうございました＞山本紳二、笹井孝介
くろうきん省付システムの皆様＞ 平成3 1年3月現在まで ＊毎月のご寄付ありがとうございます。
く団体寄付の皆さま＞順不同、敬称略 JAあいち知多半田地域、イオン半田店、株式会社デンソ ー

＊書籍、 文房具、お菓子、果物、飲料などの寄付もありがとうございました。
＊今年度も半田市の体育館使用のH的で寄付をいただきました。 半田市の減免と合わせて、月2回活動できます。
ありがとうございました。·-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------·
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NPO法人子どもたちの生きる力をのばすネットワーク
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のばす会・ネットワ ー ク便り
本部事務局 〒475-0817 愛知県半田市東洋町1-8 アイプラザ半田109,
合080-1622-5717 代表理事 赤松

nobasukail 993@gmail.com 
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みんなで楽しく文化祭！
「好きなことがある」素晴らしさ

スタッフ 村瀬 明子

1月2 7日 （日）1 3時3 0分から15時3 0分までア

イプラザ半E8でのばす会の文化祭がありました。1年間の

子どもたちの活動の様子を知ってもらうための発表会です。

籐のかご、刺し子の手芸作品、習字、パソコンで描いた絵、

理科実験で作ったものなどの掲示物、 「今だから話せる」体

験発表、 そして、ダンスでした。ダンスは、 「スタートダッ

シュ ・ カルク・キャリー ミ ー オフ ・ ホシアイ」と生徒達の

思いを込めた曲目で構成されたものでした。これらはすべ

て生徒たちの自主性で行われました。

3年連続のダンス発表でしたが、当初、今年は 「やれる

だろうか」という不安がありました。な ぜなら、メンバーのほとんどが卒業していたからです。各自、現在の学校やバイトがある

中で合同練習の時間を取ることの難しさがあったからです。限られた時間と場所等、本当に多くの制約がある中で、練習も衣装も

ナレーションも考えなければなりませんでした。 それぞれが新しいステージで生活しているわけですから、考え方や感じ方に微妙

な差も出ていました。

こうした困難の巾で生徒たちは、お互いの立場の違いを尊重し、相手の意見を聞く話し合いを重ねました。自分の気持ちを素直に

話していました。最後までやり遂げることができた原動力は生徒たち一人ひとりに、「ダンスが好き」「決めたことだからやり遂げたい」

という強い気持ちがあったからだと思います。大きく成長した生徒たちのことをこれほど誇らしく思ったことはありません。
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文化祭・ダンス

に

3年 咲彩

皆さんのこ寄付でのはす会は成り立っています。 こ支援ください。
く年会費•寄付金の振込先〉 □年会費2,000円 口寄付金1口1,000円から

①知多信用金庫 美原支店 口座番号 普通 2074829

名義：子どもたちの生きる力をのばすネットワ ー ク会計伊藤 敦

®東海労働金庫 半田支店 口座番号 普通 4500549

名義：特定非営利活動法人子どもたちの生きる力をのばすネットワーク

®ゆうちょ銀行振替口座 口座番号00810-9-154412

加入名：特定非営利活動法人子どもたちの生きるカ

貨名義名がそれぞれ違い、ご不便をおかけしますが、お間違えのないようにお願いします。

一度きりの発表と思って文化祭の舞台に立ってから3年経ち、メ

ンバーの5人中3人が卒業した今年は、練習に集まること自体が大

変でした。メンバー全員がのばす会を卒業する今回が最後、そう思っ

て臨みました。衣装や曲の編集や構成、ダンスのフォ ーメーション

などをみんなで分担し、ギリギリまで粘って考えました。メンバー

同士の協力はもちろんダンス以外の演出にOG·O Bが協力してくれ

ました。

当日はリハーサルからハプニング続きで緊張するひまもないほど

でした。でも、本番は5人で楽しみたい、出し切りたいという気持

ちが強くなり集中して踊ることができました。今回が最後と思って

踊った後は、楽屋に戻ってからみんなと泣きました。今回の文化祭は本当に悩んで無理じゃないかと思うこともありました。 それも

含めて今では私にとって本当に大切な経験ができたと感じています。



纂3圃不置槙で饂む躙のためのお繭け講塵

「糟胴賓握拳較の欄鱗漏動を遍して～葦畢について珊える～」12肩3日(Bl
1.,Z&.'I入《1曰む詑のための

鑽鱒 山事綽二 元糟割賓握拳槍義諭

ぉ助け議座 自分のお了さんの通常学級、 特別支援学級や特別支援学校等の選

択については、 保護者の方が大変悩まれるところではないでしょう

か。 先生のお話の中で 「どのような教育環境が子どもに道している

かを最優先に考えて」 通常学級、 特別支援学級や特別支援学校など

を選択することが必要であると強調されていました。 特に特別支援

学校を考えるとき見学会、 体験入学、 相談活動などを活用して選択

することと、 「とりあえず地域の学校で」 「まずは通常学校で」とい

う選択が、 大人にとって 「とりあえず」でも子どもにとってはどう

なのかという問題点のご指摘には考えさせられました。 簡単ではあ

りませんが、 子どもの障がいを受け止め、 偏見を持たずその都度最

善の選択をすることが大人の役割だとのご指摘でしたが、 このことは周りの人たちにとっても考えねばならないことだと思いま

した。（スタッフ）

纂4國不置槙で憾む躙のためのお諭け講塵

「鴫言J:季になろうpart 2ーカウンセリング講塵～」

今年腹最後のお助け講座は2月3日 （日）アイプラザ半田の研修室

で 40 数名の受講者が集まり行われました。 講師の米村高穂先生には、

毎月第4火曜日の 「のばす会」 のカウンセリングを担当して頂いてお

ります。 今回の「聴き上手になろうpart2」は、 演習中心にあっという間

の 2 時間でした。 一生懸命にやっていたことが、 結果的には自分の価

値観を相手に押し付けたり、 誠実に寄り添い関わっていたつもりが自

己満足であったりすることなど、 負の側面にも留意する必要性がある

ことを教えて頂きました。また、答えは一つでないことも分かりました。

今回の購座によって、 子どもたちの心の声を聴く事の大切さをもう一

度学び直したいという気持ちが強くなりました。（伊藤八千穂）

講鱒 攣村 菖穂 朧朦ん遷士

鑽が子どもに「鶴すもの」と「鶴さない」もの
塵慮ん珊士 攣柑菖穂

最近私が考えているのは 「家族」についてです。 私たち臨床心理士は子どもから大人まで支援をするわけですが、 どのよう

な領域で活動しようとも家族の重要性は変わりません。 本人の現在の家族関係はもちろんのこと、 それまでの家族関係を知る

ことは本人の人となりを理解し、これからの対応を考える上でとても大切です。 気を付けなければいけないのは、例えば 「母（父）

親が悪いJなど、 “責任論’ にならないことです。 心の問題を抱える人の中には、 親だけでなく祖母、 曾祖母まで遡って影響し

ていることさえあります。 今それを責めたところで解決するわけではないですし、 時代背景もあり、 やむにやまれぬ事情をは

らんでいることもあるのです。 しかし現実には、 親が子どものためと思ってしたことが、 却って子どもに ‘‘重荷＇ となっている

ことが、 残念ながらあります。 こうしたケ ースの場合、 子どもが、 親など自分が背負っている背景からどう ‘‘自律"するかを問

われているのです。そのような方たちの話を聴いていると、私たち大人は、子どもに何を「残す」のか、そして何を 「残さない」のか、
一人の親としても考えさせられます。 負の遺産はできるだけ抱えてあげたいところです。 しかし、 なかなかそうもいかないと

ころもあります。 だからせめて何を引き継ぐかは、 私たち親だけではなく子どもたちにも決めさせてあげたいと思います。

亭議・傭了書欄う会 3肩23日（士）
さあ、 冒順の繍に出力�ttよう！ 代攣珊事 毒艇 幽朧

ご卒業、 進級おめでとうございます。 それぞれの時期をのばす会で

過ごしたいろいろな思いが心に浮かんでくると思います。 私はあなた

たちから教えられたことや楽しいことがいっぱいあります。 今年も仲

間とダンスが踊れた子たち、 勉強の後大はしゃぎでゲームに熱中してす

る子たち、 ゲー ムに勝って喜ぶ子たち、 熱心に絵を描いている子たち、

ワンピースの面白さを教えてくれた子、 みんな生き生きとしていました。

私たちはともすると自分の枠の中でしか人を見ていないと気付かさ

れます。 一人ひとりの思いを胸にそれぞれ選択した道を一歩ずつ歩い

て行って欲しいと思います。 一人ではありません。 あなたたちの周

りには家族や仲間そして私たちがいます。 そして、 自分ことやまだ知らない世界に向かって自分の足で冒険の旅に

出かけよう！

＊＊ 
心

＊四年間お世話になりました。 色々なことがありましたが、 ずっと引きこもっていた私がずっと通い

続けられたのは、 そして、 ここから高校という次の一歩を踏み出そうと思えたのは 「のばす会が

私の居場所」 だったからだと思います。 本当にありがとうございました。（咲彩）

斉一年半本当にお世話になりました。 のばす会に来て昔から大好きなダンスをお友達と舞台や講堂で踊ることができて大

切な思い出が沢山できました。 本当にありがとうございました。（ななみ）

貨私は一年半近くのばす会に参加していましたが、 色々な体験や交流ができてとても楽しかったよ！！この

体験を少しでも未来に生かして行ければなと思います。（あおい）

＊二年間ありがとうございました。 いつでも行ける自分の居場所ができて、 嬉しかったし楽しかったです。

高校生になってもたまに頻を出したいと思っています。 改めて本当にありがとうございました。（智加）

亭璽にあたって 鐸饂奢 閻瀬細子

のばす会のスタッフさん、 学生さん、 ありがとうございました。 色々なことがあり、 不安を抱えているときにのばす会を紹

介していただきました。 のばす会は娘が初めて自分から 「行きたい」と思った場所だと思います。 そこで、 スタッフさん方

に支えて頂き、 仲間と出会え、 ダンスを通して、 笑顔で元気な娘へと大変身し、 娘だけでなく、 私も思いを共感してもらえ

る尊い居場所になりました。 「いつでもおいで」 「よく来たね」 と温かく迎えてくださる場所があるということは本当に心の

支えで、 高校へとつながる道を作っていただきました。 のばす会での経験を生かして、 この感謝を忘れずに、 自分らしく一

歩ずつ歩んでいってほしいと思います。

4年闊2部学習支援に関わって 日事橿祉＊拳 4隼 菖蝙 佑饂

私は大学 1 年生の頃から 2 部の学習支援に閉わりました。 子どもたちと一緒に勉強したり、 お喋りやトランプなどをし

たりして仲良くなっていくことができ、 私自身もとても楽しく過ごすことができました。 これまで関わった子どもはた＜

さんいましたが、 一人ひとりの好きなものや趣味などに個性があり、 そのことを話している時間もとても好きな時間でした。

また、 子ども同士でもお互いの趣味などを尊重しているので、 素敵な事だなと思いました。

のばす会は子どもの気持ちを優先して、 やりたいことや好きなことをどんどん行えるところだと思います。 暖かいスタッ

フの方達が受け入れてくれて安心できる素敵な場所であると感じました。
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