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 2019 年度のよって⽊は、今まで開催していた「からりん広場」
からちょっと⾜を延ばして、久宝寺寺内町にある「⼋尾市まちな
みセンター」を、主に開催しました。まちなみセンターにある和
室は、畳の⾹りがし、⼤きなガラス窓から外の緑が⾒え、利⽤者
さんから「旅館にきたみたい」と⾔ってもらえるほど、くつろぎ
スペース。中央にある⼤きなガラス張りのお部屋は、天井が⾼く、
開放的で、中庭が⾒え、⻘い空と流れていく⽩い雲、草⽊の緑、時々、
⽩い猫が横切っていったり、⽊に登ったり、ゆっくりと流れてい
く時間は、とても⼼地よく、私も癒されました。 そんなステキ
な場所での新しい出会いもあり、ここでできたことに、感謝して
います。                                                              （すもも） 

 11/10（⽇）特別養護⽼⼈ホーム「久宝寺愛の郷」さんのグラウンドをお借りして、
ふたごじてんしゃの試乗会を開催しました。この企画は、えだまめっこママの⼀⾔から
始まったもの。京都まで⾏くというので、⼋尾でしようよ︕となり、問合せすると来て
もらえることに。場所は、まちなみセンターの職員さんに相談したところ、愛の郷さん
を紹介してもらいお借りすることができました。この⽇くらいは、ゆっくりしてもらえ
る企画にしたくて、友達や、今まで関わりのある⼈たちに相談すると、こちらも快く⼒
を貸してもらえ、当⽇は、たくさんのえだまめっこファミリーに出会え、トラブルもなく、
みんな笑顔で過ごすことができました。これからも諦めず、声に出したら形になること
を、実践していきたいと思います。                    （すもも）

えだまめっこ　おでかけ編　ふたごじてんしゃ試乗会

●アンケートより…多胎育児でいちばん困ったこと
⼩さい頃のふたごと 2 歳上の兄を連れての移動が⼤変でした。買い物に⾏
けなかった。1 ⼈で 4 ⼈連れて外で遊ぶこと。
など、外出の時に困ったことが多く、次に、1 ⼈が病気した時や、同時に 2
⼈が泣いたり、1⼈が泣いている時に、もう1⼈を⾒れない。などが多かった。

 えだまめっこの⽇のふとした会話を拾ってもらい、夢にまで⾒た︕︖ふたごじてんしゃの試乗会
が実現しました。ふたごじてんしゃは普通の⾃転⾞とは運転の感覚や体重のかけ⽅などが全く違い、安い買い
物でも無いので実際に乗ってみないと決めようが無く、⾃転⾞屋さんでも試乗は出来なかったので、本当に試
乗会を切望しておりました。丁寧に説明や⼀対⼀でのサポートを受けながらの試乗は歩道でも試乗させてもら
えた事で実際に購⼊した後のイメージも出来ました。双⼦ベビーカーが 3 歳までなので移動⼿段に悩んでいた
ので、今では双⼦育児に無くてはならない物となりました。当⽇はお天気も良くて、⼦どもたちが楽しめるよ
うな⾊々な⼯夫もあり、本当に本当に⼼がポカポカして充実した 1 ⽇となりました。（M さん）

〜毎⽉１回よって⽊に相談員として関わってくださった⼼理カウンセラーの松倉さんより感想をいただきました〜
 場所をまちなみセンターに移しての開催という事で、どのような雰囲気の居場所になるのか楽しみながら過ごさ
せていただきました。⾃分の思いを話し込む⽅、和室でくつろいで話される⽅、どのようなところかと⾒学に来ら
れる⽅等々、居場所への関⼼はブームのような雰囲気が世間にはあるかもしれませんが、⼀⽅で、この場所だから
こそ話せると感じてらっしゃる⽅もいるように思います。そこにいるスッタフの⽅とのつながり、つまりは「から
りん」とのつながりに安⼼感や信頼感を持ち、「ここに来れば何とかなるのでは」みたいな思いをもって、⾜を運ん
でいらっしゃるのだろうと、感じながら同席していました。答えがはっきり出なくでも、⼀緒に考えてくれる⼈が
いるんだと・・・。そんな感じではないかと思います。そのような「よって⽊」に関われたことは嬉しく、楽しみ
でもあり、そんな機会をいただいてありがとうございました。

〜感想〜
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 ⼋尾市で、元気やる気アップ提案事業が始まった
2013 年に、⼦どもの居場所として取り組み始め、
⼦ども⾷堂などが増えてきたため、2017 年に「⼦
どもの居場所事業」の位置付けになって３年が経っ
た。制度の中で開催するのは、制限が⽣まれること
もあり、メリットとデメリットで毎年申請に悩む。
それでも、どんな形でもこの居場所を「ひらく」こ
とが⼤切だと思って、この７年間の間にいろんな形
を試⾏錯誤してきました。
 2020 年度は、新型コロナウイルス感染症に関わ
る緊急事態の中でのスタートとなり、⼦どもたちの
安⼼な居場所がなくなる中、細々とでも、細⼼の注

 2020 年 1 ⽉ 19 ⽇、⼋尾市⻘少年センターにて、
講師に教育コーディネーターの武⽥緑さんを迎え、
20 名の参加者と参加型の学習会を⾏いました。前
半は、緑さんと松⽥とゲストの⼋尾市議の⻄川あり
さんとパネルトーク。社会の中で、⼦どもの権利が
尊重されていないことから、不登校問題や先⽣の働
き⽅や、⼦どもを取り巻く環境や課題の多様性につ
いて話しました。特に、武⽥さんや私たち NPO が、
学校の外からどう先⽣や⼦どもに関わっていくのか
の話になりました。

では、、、。

意を払いながら、継続していきたいと考えています。
当⾯は⽉に 2 回の⽊曜⽇、状況を⾒ながら毎週開催
の、⽉に⼀度の⾷堂を再開したいと思います。居場
所サポーターを募集中です。特に⾷堂の再開には、
サポーターが必要ですので、皆さんのお⼒をお借り
できればと思います。どうぞよろしくお願いします。
最新情報は公式 LINE にて発信していますので、こ
ちらをご登録ください。                       （まめち）

2019 年度「世界⼈権宣⾔⼋尾市実⾏委員会⾃主事業助成⾦企画」

子どもにやさしいまちづくり学習会「教育を多様性から考える」　
 そこで、後半は⾃分たちが、市⺠として、また市
⺠活動を通して実現したいことや、そのために必要
なものを、考えました。4 つのグループで話したこ
とを、全員で丁寧に共有するセッションを通して、
様々な課題意識が⾒えてきました。参加者の活動や
世代も幅広く、それぞれが次のステップへのアク
ションを考える時間となりました。
 また続きをやりたいです。早く集まって学習会が
できるようになったらいいなぁ。

          （まめち）（ま
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 最初の頃は、泣いて泣いて絶対にヘルメットもリュックも離さなかった
⼦が、夏の頃には夢中で絵の具で絵を描いている。電⾞が⼤好きで絵本に
⾒⼊っている⼦が、体操のジャンプの頃になると⼀緒にジャンプをしよう
と⾛ってくる。すぐに誰かを押したりぶつかったりしていた⼦が、仲良く
遊んでいる。取られたら泣くだけだった⼦が「やめて︕」と⾔っている。
・・・それぞれの⼦のそれぞれの成⻑を感じられる⼀年となりました。
 参観⽇には、⼦どもたちの動きに合わせて、お名前よび、イス取りゲーム、
おおきなかぶごっこ・・・盛りだくさんなことが⾃然な形でできました。
 ゆるやかに⼦どもに寄り添うことができた⼀年だったと思います。
                                          ⻑尾葉⼦・川⽥久⼦

2019年度

ぷちどきクラス

どみそランド
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 とにかく動くこと ! がだいすきな今年のわくわくの⼦どもたち。朝の体操もいくつか覚え、今⽇
は○○♪の声に応え結局全部踊る…こちらも朝から全⼒ ! でした (^-^;  おもちゃをほぼ⽚づけ
てスッキリ ! のお部屋だけど、イスを並べてバスごっこ・でんしゃごっこが始まったり、カラーオー
ガンジーの布をカラダ中に巻きつけたり、なんでもないモノから⾃分たちの感性でどんどんあそび
を広げていく⼦どもたち。そんな⼦どもたちの創造⼒で展開する世界を少しはなれたところから⾒
ているのが愉しかったなぁ。  もちろん、ぶつかり合うこともありました。初めは思うがまま !

ことしのどきどきクラスは、ほんとによく遊びまし
た。遊んで、遊んで、遊んで、時々製作したり、絵を
かいたり・・・で、また遊ぶ。広場の時よりずっと少
ないおもちゃでも、遊びが続けられる⼦どもたちって、

2020年度のどみそランドは、４⽉から２クラスが始まる予定でしたが、新型コロナウィルスの影響
でまだ開講できていません。コロナが収束して安⼼して託してもらえる時を今は静かに待っています。

2019年度

どきどきクラス

2019年度

わくわくクラス

ほんとにすごい、と感⼼してしまうのでした。
 遊びが同じように続いているようで、ばらばらで遊んでいたのが、少しずつ友達と遊ぶよ
うになっていく姿。
 譲ったり、絶対に守りたかったりというその時々に応じた⾔葉で対応している姿。
 遊びの中で成⻑している姿にたくさん出会えた⼀年となりました。

森⽥幸代・川⽥久⼦

で取り合いになってたけれど、少しずつ少しずつ、「伝える」
ことができるようになって、『かして』に対しても『いいよ』
のときもあれば『いまはいや』と⾃分のきもちが⾔えるよ
うにもなりました。集団という中で過ごすと、やりたくな
くてもやらないといけない時もでてくるだろう、でも、『い
や・やりたくない』ていう⾃分のきもちは⼤事にしてほし
い…そんなきもちで⼦どもたちと過ごしてきました。
 伝わってくれてるといいな…。 
 毎年ながら、ホントあっというまの 1 年でした。
 ありがとう…

あきら・やどっち
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 今年度も昨年に続き、⼤阪
いずみ市⺠⽣協さんの『とま
とちゃん福祉基⾦』を使わせ
ていただき開催しました。今

 毎年、「コミュニケーションを育てるワークショップ」として
曙川南中学校の 1 年⽣とワークショップをさせてもらっていま
す。今年は 24 名。お互いが安⼼できるコミュニケーションをテー
マに、はじめにみんなでルール作りをしました。⾃分を知るコラー
ジュ作り、スライム作り、R E: プログラム〜いじめをちょっとで
もなくしたいプログラム、マシュマロタワーなどのＫＡＲＡＬＩＮ
の活動を中⼼に⼈との関わりを意識して取り組みました。

〜参加⽣徒の感想から〜
・他の組の⼈達としゃべる事ができてよかった。みんなの好きなことをしってうれしかったです。
・今までコミュニケーションをやってみんなと話したり遊んだりすることは⼤切だってわかりました。
・マシュマロタワーを初めてやって、みんなと協⼒できてよかったし、楽しかった。
 またやってみたい。4 回とも⼼にのこりました。

 参加してみて、回を追うごとに今まで関わりのない
友だちと⾃分のペースで⾃然に関わり参加する⽣徒に
チカラを感じました。毎回楽しみに参加してくれてる
のが伝わってきて、何をするか内容を考え参加するの
が楽しかったです。初めての担当でたくさんの気づき
がありました。出会えた⽣徒のみなさんに感謝です。
                                            (ひろひろ)

年は⾷材費にも充てられるということもあり、災害
時の備えを念頭におき「防災⾷」、お⽶をビニール
袋に⼊れてご飯を炊いたり、⼩⻨粉でウィンナーパ
ン⾵ ? にしたり…を 4 回実施しました。⽇常の⽣活
の中では災害時のことをあまり考えないところです
が、広場開催時の利⽤者さんへの告知や避難訓練か
らの流れで、この SUNDAY からりんへの興味も持っ
てもらい、参加してもらうことができました。参加
された⽅からは、「災害意識を持つことができた。」

「⼀度経験しておくともしもの時に役に⽴つ。」等の
声ももらいました。
 今年で 5 年⽬になる⽇曜開催、パパと⼦ども・広
場を卒業された親⼦さん・平⽇は仕事をされてる⽅
…たくさんの出会いがありました。いろんな利⽤の
しかたがありました。⼦どももおとなも、ホッ ! と

できる時間になればいいな…
 2020 年度は、からりん広場として⽇曜開催とな
ります。利⽤される⽅にとっても、わたしたちにとっ
ても、いい場所になりますように。
                  (やどっち)
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～子どもにやさしいまちづくり～
「体罰によらない子育て」をめざして

 今回理事を退任して、⼀会員として協⼒していくことになりました。
 思えば 2006 年 10 ⽉の設⽴までに仲間と何度も集まって名前やら設⽴の⽬的やら、何度も話し合いま
した。CAP や⼦どもの権利ワークショップ研究会で集まった中から始まった動きでした。⼋尾市でつどい
の広場事業の、公募がはじまることを知ったことが⼤きなきっかけでした。⼦ども、⼈権・平和、男⼥共
同参画をテーマに NPO 法⼈を⽴ち上げました。そして、久宝寺の古い⺠家を借りて、からりん広場がは
じまりました。最初物件をみた時、正直どうなるのやらというありさまでした。（謎の背広がかかっていた
り・・・。）
 これからという時に、私は脳腫瘍が発覚、倒れてしまいます。ほんと⽴ち上げの⼤事な時に倒れてしま
い戦⼒にならない⼈でした。2007 年の 1 ⽉に⼿術を終え、退院した後に、からりん広場を⾒た時に感動
しました。⽩い漆喰は⾃分たちで（夫を動員した⼈もいたそうです）塗ったとのこと。すっかりお⺟さん（あ
えてここは⽗とは書きません）と⼦どもが集える場所になっています。思ったより、病気は精神的にもダメー
ジをあたえました。それでも、KARALIN の総会に参加できた時はうれしかったです。
 KARALIN ⽴ち上げの時は 45 歳だった私もあと 2 年ほどで還暦です。仕事では福祉⽣活の相談員をして
います。社会福祉について毎⽇学ぶ⽇々です。理事からは抜けますが、会員として、仕事でまなんだこと
を KARALIN でも活かせればと考えています。理事はやめるけど、かかわっていくよ︕ではでは。

理事やめるけど、かかわっていくよ  
李（い）ぽんみ

 現在、新型コロナウイルス感染拡⼤防⽌の⾃粛要請で、各家庭への負担が⼤きくなり、家庭内のストレスを受け
⽌めなければ…と、しんどくなっている⽅も多いのではないでしようか。そんな中、今年の４⽉から親 ( 養育者 )
による体罰禁⽌が法令化されたのはご存知でしょうか︖これは、叩いてしまった親を戒めるための法律ではありま
せん。
 ⼦育てのしんどさ、⼤変さをみんなが理解し、なぜ、親 ( 養育者 ) がそこまで追い詰められているのかを共に考え、

⼦育てを家庭にだけ押し付けるのではなく、多くのおとなが関わって⼦
育てしていこうと改正されました。ですが、「それは体罰です」というメッ
セージ性の⾼い啓発ポスターが⽬に⼊ると、⼦育てのしんどさは更に表
に出しづらく、“楽しいフリ” をしなければ、と感じる⼈もいるかもしれ
ません。実際、「⼦どもは叩かないとしつけられない」という体罰を肯定
する⼈もいます。そして、それが原因で命を落とす⼦どもがいるのも事
実です。なので、これらのメッセージ性の⾼い啓発物は、救える命を守
るために作られていると思います。
 ⼦育て⽀援活動の中で、今、何ができるかを、改めてみんなで考えるチャ
ンスです。しんどさをもっと知ってもらいましょう。⼤変さをもっと知っ
てもらいましょう。そのために声をあげていいんです。その声が集まって、
この先の⼦育てを少しずつ変えていきませんか︖ KARALIN も⼀緒に考
えます。まずは知ることから。
 KARALIN は⼦どもにやさしいまちづくりを考える活動に賛同してい
ます。                       （ちーちゃん）
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2019年度 NPO法⼈KARALIN活動報告

NPO法⼈KARALINを⽀えてくださる⽅々

◆ワークショップ提供事業
・ハッピータイム
 ( 児童養護施設での権利教育ワークショップ )11 回
・RE︓プログラム〜ちょっとでもいじめをなくしたい
  プロブラム〜
  14 校（⼋尾市⽴⾼安中学校 姫路市⽴中学校 13 校）
・曙南ワールド（曙川南中学 1 年⽣へのコミュニケーショ
  ンワークショップ）4 回
・ファンフレンズ（就園児向け・⾃⼰肯定感や社会性を
  育むワークショップ）【夏クラス】4 回
・B&G 丸⻲（⼦どもの権利条約「なんでやねんすごろく」）
  2 回
・狭⼭市公⺠館ティーンズ学習会
  （こんなおとなに「なりたい︕」「なりたくない︕」） 
・⼤阪府⽴千⾥⾼等学校 / 和歌⼭県⽴桐蔭⾼校
  / ⼤阪 YMCA  （多⽂化共⽣社会をめざして〜同じをこ
  えて〜多様性と差別〜） 
・⼋外研 多⽂化ワークショップ（多⽂化共⽣社会をめ
  ざして〜⽣い⽴ちや⼦どもへの思い〜） 
・堺市中区うきうきルーム（つどいの広場親⼦遊び） 
・⼤阪府⾏政書⼠会（社会で育む⼦どもの「しあわせ」
  ⼦どもの権利条約から学ぶ）
・デート DV 予防 みんな活き活きプログラム 
・⼤阪市⽴総合学習センター（識字・⽇本語交流ボラン
  ティア⼊⾨講座︓第 1 回ボランティアを始める前に〜
  ⼈との関わりについて考えてみよう〜）  

◆KARALINイベント (★ )と参加事業
★お涼み会（地域交流事業）
★⼦どもにやさしいまちづくり学習会
   「教育を多様性から考える」
★えだまめっこおでかけ編ふたごじてんしゃ試乗会 
・合同新歓
・わくわくまつり
・⼤⼈とこどもが学ぶ権利条約講座
  ⼦どもの権利すごろく
・ひゅーまんフェスタ 2019
・⼦どもの権利条約フォーラム 2020 東京
・⼋尾環境フェスティバル 2019
・関⻄⼦どもの権利条約フォーラム 2019 

正会員…森⽥ 幸代 / 今井なみえ / 宿利原 三紀⼦ /
李 福美 / 中⾕ 弘⼦ / 伊藤 栄⼦ / ⻄川 あり /
松⽥ 直美 / ⽥村 名⺒⼦ / 川⽥ 久⼦ / ⻑尾 葉⼦ /
吉光 裕美 / ⼩⽥ 愛理 / ⾼⽥ 奈美 / 国分寺 晶 /
新開 ちあき

賛助会員…宮川 ⿇実 / 東中川 眸 ( ひとみ )/
阿野 希良 / ⽥中 敬⼦ / 柳川 博⼦ / ⾚穂 眞由美 /
森 眞⾥ / 平⽥ 圭世 / ⽮幡 真⽣ / 松倉 敦美 /
坂本 桂⼦ / 稲岡 順⼦ / 杉本 加容

活動会員…川⽥ 郁美 / 伊藤 康⼦ / 今岡 久美⼦
（順不同、敬称略）

団体会員…CAP プロジェクトやお

＜新理事あいさつ＞
■ちーちゃん…今年度からは理事として、また新し
い関わり⽅が出来るとワクワクしています。
よろしくお願いします︕

■あいぽん…⾃分のペースでできることから。どん
どん関わって⾏きたいと思います。よろしくお願い
します。

◆⼋尾市委託事業つどいの広場
・つどいの広場 からりん
年間 150 回開催  
延べ利⽤組数 保護者 1161 ⼈・⼦ども 1612 ⼈
・つどいの広場 夢実⼈（むうみん）
年間 130 回開催 
延べ利⽤組数   保護者 981 ⼈・⼦ども 1392 ⼈

◆SUNDAYからりん
全 10 回開催  参加者⼈数 98 ⼈

◆おとなの居場所「よって⽊」 
年間 21 回開催  延べ利⽤者数 ⼤⼈ 41 ⼈ 

◆10代の居場所「ちゃぽん」   
年間 26 回開催  延べ利⽤者数 ⼦ども 136 ⼈


