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「フリースクールは今」特集

ランチ作り「非常食ってどんな感じ？」　

　第 24回全国のつどい in　長崎

工事中です。「アイプラザ半田」
―「でも、やっています。のばす会」―

　スタッフ　村瀬明子

　スタッフ　榊原紀美子

保護者　吉田　典子

　「うわー！明るい！」部屋に入ったときの印象です。アイプラザの大
規模改修工事で、のばす会の部屋の電気がＬＥＤに変わりました。昼間
の明るさになりました。他にもクーラーが新しくなりました。過ごしや
すい環境にしてくださって本当にありがたいことです。この工事のため
に、１２月中は軽運動室が使えなくなってしまったため、今まで週２回
あった卓球が、週１回の卓球（体育館での）になってしまったのは、少
し残念！しかし、のばす会で子どもたちが勉強しているからと、音の出

る工事などは極力休日に集中してやってもらったりと、いろいろと便宜を図ってもらっています。ありがとうございます。工事
終了まで、あとわずか。このような変則的な中でも、いつもと変わらず勉強を続けている受験生がいます。「いつもと変わらず続
ける。」ということは、実は、大変なエネルギーが必要とされています。そんな子供たちを応援しながら、工事の完成を待ち望ん
でいる昨今です。

　9 月のランチ作りでは非常食を作りました。災害時に簡単にできる食事作
りを以前半田 VC の会の人に教えてもらいました。大きめの鍋にたっぷりの
湯を沸かし、高温に耐えるポリ袋に材料を入れ空気を抜き固く結ぶ。20 分
茹でて、火を止めたらそのまま 10 分蒸らすだけです。白いご飯は、米
100cc、水 120cc、シーチキンご飯、一番人気のサンマのかば焼きご飯（缶詰）、
ミートボールご飯、卵スープご飯、切り干し大根、高野豆腐、かぼちゃの煮物、
肉じゃが他。食べるときはポリ袋を切りそのまま食べます。一年に一度は作
りたいです。

　8 月 31 日から長崎県佐世保市で開催された登校拒否・不登校問題全国のつどいに参加しました。
　当事者親子、学校や児童相談所等に支援者等が、膝を付き合わせて 14 の分科会で各自の悩みや考えを順に話しました。辛くて
我慢できなくなった子を真ん中に考え、とりまく大人 ( 学校・役所・支援者 ) はどんな状況 ? 親はどうすれば良い ? など、語り合
いました。
　我慢できない辛さを抱えていても生きていてくれて、マル !　疲弊したパワーをジッとして充填しているだけ、親は先を案じて
いろいろ心配する、今が大丈夫にならないと子は立ち上がれない、など改めて納得しました。当事者だけでなく周りにも、理解し
ようと認め・考えてくれる人がいると心強くなりました。



　日本福祉大学社会福祉学部によるサービスラーニングは、2008 年から始
まり今年で 11 年目を迎えた。今年の履修学生は 10 クラス 173 名に及ぶ。
のばす会が関わるようになったのは，5 年前頃からだと思う。今年も、7 月
23 日、9 月 4 日、6 日、10 日、12 日の 5 日間であった。学生達の取組みは、
子どもたちに寄り添う姿勢で一貫しており参加した４名の学生（野尻ゼミ）
の参加姿勢は評価出来るものであった。社会福祉の専門教育強化への社会的
要請の高まりの一方で、市民社会を学ぶための地域貢献学習であり２年次教
育の充実を可能とするのがサービスラーニングであると、大学では位置付け
ている。多くのスタッフの方々の協力の下に行われた今回の取組みが、将来

ある学生達のために少しでもお役に立てるものであれば幸いである。

　5 日間の活動を通して、子どもたちに積極的に関わっていくことが必ずしも、子どもたちにとって良いことだとは限らないと
いうことを学びました。「早く仲良くなりたい」「良い方向に向かってほしい」といった、こちらの想いだけをもって子どもたち
と接してしまうと、それをプレッシャーに感じて、緊張してしまう子どももいます。子どもたちのことを想う気持ちも必要ですが、
それだけではなく、子どもたちにとって安心できる場所、心地よい空間をつくっていくためにはどんな関わり方が必要だろうか
という、子どもたちの気持ちを最優先に考えた関わり方が大切だと感じました。今後も、子どもたちの思いを一番に考えること
を胸に、子どもたちと関わっていきたいと思います。貴重な経験をありがとうございました。

（ 活動メンバー：　呉岡大地　永田唯菜　村山陽人　濱田陸　）

９月 22 日（日）にデンソ―グループハートフルまつりが「みらいにチャ
レンジ～互いに尊重する共生社会へ」をテーマにデンソー本社で行われ
ました。
　のばす会ではスタッフ 4 名が参加し、パネルやリーフレットなどでの
活動内容の紹介と支援者の皆さんが今回のために寄付していただいた
ポーチなどの手芸品の販売活動も行いました。活動する中で色々な出会
いもあり、その時の大学生が後日見学に来てくれました。売り上げは
5,900 円でした。デンソ―グループの皆さん、手作りのポーチなど寄付
していただいた支援者の皆さん、本当にご協力ありがとうございました。

２０１９年度・サービスラーニングを終えて

活動を通して感じたこと

デンソーハートフルまつり

　　　　　　　　　　　　　　　スタッフ　伊藤　敦

社会福祉学部子ども専修 2年　呉岡大地

スタッフ　伊藤八千穂「夏休みの寺子屋事業（７/22.23.24）」について
　今年の夏ものばす会は 3 日間の寺子屋事業を行いました。一日目は恒例になった本多先
生の理科実験です。身近な材料で慣性の法則を学び、机の上を輪ゴムが回っておもしろかっ
たです。また一円玉を風船に入れて膨らまし、勢いよく降ると、一円玉がくるくる回り生
徒から遠心力、動力という言葉が出て楽しい学びでした。2 日目は日本福祉大の学生 4 名
によるサービスラーニングの参加で、学生自らの企画のペットボトルのマラカス作りでは、
色とりどりのマラカスを手に “さんぽ” や “パプリカ” を歌って楽しみました。最終日は夏
遊び（水風船、シャボン玉、金魚すくい）、中庭を使ってのスイカ割りはやはり夏の寺子屋
のメインイベントになりました。しばらく続いた寺子屋事業で育った高校生が、寺子屋の
子どもたちの勉強を見てあげたり、一緒に遊んでくれるようになったことはスタッフとし
ては嬉しい事の一つでした。



文化祭・講演会の案内　　日時：令和 2年 1月 26 日

　文化祭を令和 2 年 1 月 26 日（日）に行います。今年度は 2 階研修室で、10 時 30 分から文化祭として子どもたちや保護者
を対象に林羊歯代愛知産業大学准教授による缶バッチ作りをします。
　その後、14 時～ 16 時まで今井　昌彦　浜松学院大学短期大学部教授による「不登校とメディアの今とこれから」というテー
マで、講演会を開催します。不登校・引きこもり問題とメディアの関係について最新のデータをもとに講演し、話し合いを持
ち共通認識を図り、皆さんと解決への糸口を探りたいと思います。関心のある方どなたでも参加できます。定員 90 名で、無
料です。当日先着順で定員になり次第締め切ります。なお、この講演会は半田市社会福祉協議会はなちゃん助成金対象事業です。

臨床心理士　米村　高穂

　最近、カウンセリングの中でお母さんたちの話を聴いていると、思わずこのような言葉をお母さんから聴くことがあり
ます。子どもが不登校になり、子どもの対応をめぐって、お父さん、おじいさん、おばあさんが善意（？）から「こうし
た方がいい！」と、子どもの気持ちはもちろん、お母さんさえ “飛び越えた” 物言いをされているケースによく出会います。
発言している人は良かれと思って言っているため、言われる側は不愉快になっているようです。お母さんがすることは、
当然お母さん自身が決めることなので、内心「それはあなたが言うことじゃない」となるわけです。
　どうしてこのようなことが起こるのでしょう？人は、生きていく中で様々な成功や失敗や学びを元に、価値観を身につ
けていきます。そうした価値観に外れたことを相手がすると、人は間接的に自分の価値観が否定された思いをすることが
あります。それは内面的な矛盾や葛藤を生むことですから、相手に “自分の価値観に合う行動をしろ” という言い方になっ
てしまうのです。そうすれば、自分が葛藤や矛盾を感じずに済み、自分を守ることが出来るからです。こうしたことは、
無自覚に起こりやすいのが怖いところです。
　本当は、自分ではなく相手が判断することなのに “ごり押し” してしまわないように、注意が必要です。その意味で、
私は「人と人は同じ」と考えるだけでなく、「人と人とは “違う”」と考えることも大切だと思います。今向き合っている
人が、自分とは違う意志を持った “個人” なんだと認められるようになると、私たちは冷静になれ、良い関係がつくれる
のではないでしょうか。

フリーマーケットに参加して

「それはあなたが言うことじゃない」

スタッフ　村瀬明子

　11 月９日。秋晴れの日、「はんだふれあい産業まつり」に参加しました。
会場は、ＪＦＥスチールです。のばす会の活動資金を得るために初めてフリー
マーケットに出店しました。出店するための品物を提供してくださった親の
会の皆さん、支援者の方々、本当にありがとうございました。
　さて、当日は早朝から開店の準備で大わらわでした。商品を並べているそ
ばから、欲しいものを見つけて買って下さる方もいました。初めてのことな
ので商品の並べ方もごちゃごちゃしていました。そんな中でもたくさんのお
客さんが店をのぞいてくださったことは、励みになりました。値切られる方
もいましたが、のばす会の活動資金にしたいからと説明すると、「それなら
安くしてもらったらいかんわねえ。」と納得してもらえたのは嬉しかったで
す。また、のばす会の看板を見つけて、立ち寄ってくださった方もたくさんいました。懐かしい顔にも出会えました。
初めての経験ばかりでしたが終わってみれば、活動資金を得ることよりも、のばす会のことを多くの方々に知っていた
だく良い機会が得られたことがよかったと思いました。　



　大規模改修工事のうち 109，110 号室の照明 LED 化とエアコンの工事は終了しました。エアコンの使用は１２月初旬から使用
できる予定です。宿泊棟の工事は 12 月末日まで、講堂や小ホール等の工事は 3 月 31 日まで続きます。工事中は安全に気を付け
て行われますが、車両の出入りや資材置き場があったりしますので、送迎や自転車での通学には十分気をつけて下さい。

　半田市社会福祉協議会からＪＡの知多米（10 キロ）と利用者の方のもち米 5 キロをいただきました。昼食を持ってこない子ど
もたちや 2 部の学習支援の時や月 1 回のランチ作りの時に使わせていただきます。

　書き損じはがきと未使用の切手を回収して、これまで在籍した人達や相談に来られた方たちへの通信費に充てています。これ
までにご協力いただいた皆様ありがとうございました。また、これからも皆様のご協力をお願いします。　　　　　　　　　　
　　　　　

　　・のばす会の終業　12 月 20 日（金）　
　　・冬休み寺子屋　　12 月 23 日（月）午後～、24 日（火）、25 日（水）10 時～ 15 時　
　　・のばす会の始業　 1 月 7 日（火）　
　　・文化祭と講演会   1 月 26 日（日）
　　・第 4 回不登校で悩む親のためにお助け講座　2 月 2 日（日）聴き上手になろう講座
　　・第 5 回不登校で悩む親のためにお助け講座　3 月 8 日（日）のばす会紹介とスタッフ養成講座
　　・卒業・進級を祝う会　3 月 20 日（金）　
　　・春休み寺子屋　　　　3 月 25 日（水）～ 27 日（金）

寄付者の皆さま
ご協力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。
＜寄付者の皆さま＞　令和元年７月～ ( 掲載可の方々です )　順不同　敬称略
　　渋谷洋子、山下優、伊藤里香、小出由里子、杉浦三郎、内田榮一、北原稚香子、大橋晴美、浅井恵美子
　　遠藤恵美、村瀬明子、伊藤八千穂、佐藤美津子、榊原友恵
＜多額寄付の皆様＞　伊藤敦、柿下雅江、
＜ろうきん寄付システムの皆様＞令和元年１１月現在まで　＊毎月のご寄付ありがとうございます。
＜団体寄付の皆さま＞敬称略　　株式会社デンソー
＜助成金＞ 半田市市民活動助成金（お助け講座に対し 130,000 円）
　　　　　 半田市社会福祉協議会はなちゃん助成金（今井昌彦氏講演会に対し 60,000 円）
＊はがき、切手、文房具、お菓子、食料、衣類などの寄付もありがとうございました。

皆さんの寄付でのばす会は成り立っています。
ご支援ください
　年会費・寄付金の振込先
　□年会費 2,000 円　□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
②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 - ク
③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力
　☆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。

スタッフ募集中

下記連絡先までご連絡ください。
　　連絡先　080-1622-5717
　　　　　　　　　　赤松　由隆

アイプラザ半田大規模改修工事について

半田市社会福祉協議会からのご寄付

書き損じはがきと未使用の切手の回収事業

今後の予定と活動

一緒に遊んだり

一緒に学習したり

寄り添ってくれる人

週に１回でもいいです！
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