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東京では桜のつぼみがふくらみ、今か今かと開 

 

１．はじめに 

私が初めてカリヨン子どもセンターの活動を知

ったのは、弁護士会主催のカリヨン研修会でした。

その後、４人の子どもの子ども担当弁護士（通称：

コタン）になり、2015 年 4 月からカリヨン担当

弁護士（通称：カリタン）に、また 2017 年 4 月

からは評議員になり、初めてコタンをしてから約8

年間、カリヨンとご縁をいただいてきました。 

子どもと関わる活動としては、カリヨンの他に

少年事件の付添人や未成年後見人などをしていま

すが、カリヨンでのコタン活動が原点にあります。 

 

２．コタン活動について 

（１）おとながスクラムを組む 

上記弁護士会の研修会で、理事長の坪井弁護士

がカリヨンの活動についてご説明下さいましたが、

その中で、「おとながスクラムを組んで、みんなで

子どもを支える」というお話をされていたのが、 

とても印象に残りました。 

「おとながタッグを組む」ことの必要性・重要 

 

 

 

 

 

 

性をしみじみと実感したのは、ある女の子（Ａさ

ん）のコタンをしたときでした。 

Ａさんは、当時 19歳で、根はとてもやさしいお

子さんでしたが、想像を超えるほどいろいろなも

のを抱えており、コタンになってからわずか数日

後には、会ったり話したりすることを拒絶された

り、何を話してもダメ出しされたり……。どのよ

うに接したらいいのか、どのように行動すれば良

いのかとずいぶん悩んだり考えたりしました。 

それまでコタンをしていたときも、迷ったとき

には坪井弁護士やシェルターの職員さんなどにご

相談しながら進めていましたが、このときは、か

なり踏み込んでいろんなご相談をさせていただき

ました。そして、シェルター側とコタンが足並み

をそろえられるよう、密に連絡を取り合いながら、

ケースワークを進めていきました。 

弁護士であるコタンとシェルター職員とでは、

問題の捉え方や子どもを見る視点が異なること、

それゆえに各々の立場でどう考えているのか、 

確認しながら進めることの大切さを学んだのも、  

社会福祉法人カリヨン子どもセンター 

大丈夫。一緒に考えよう。 

ひとりぼっちじゃないんだよ。あなたは大切な人。 
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Aさんの支援においてでした。 

このとき、１人で抱えこんでいたら、おそらく

精神的に保たなかったと思います。けれども、情

報共有し、また不安に思う点などを話合いながら

進めることができたため、負担感がかなり軽減さ

れ、「おとながスクラムを組む」ことの大切さを身

にしみて感じました。 

 

（２）コタンはご縁のはじまり 

子どもがシェルターや自立援助ホームを退所す

れば、コタンの活動は終了になりますが、コタン

をした子どもの中には、退所後も連絡をくれる方

がいます。 

ほとんどいつも話を聞くだけになってしまい、

本当は、とても困っているのでは？ と心配になる

こともありますが、最近は、その子にとって自分

は「思い出したときに連絡できる１人」という  

位置づけなのかなと思うようになりました。 

私が担当した子どもの中には、スムーズに次に

つながらなかった方もおり、「もっと違う方法を取

るべきだったのでは？ 他の先生がコタンになっ

た方が、この子のためによかったのでは？」等と

思うこともあります。それでも、何年も経って連

絡をくれると、その子にとって、シェルターにい

た時間はそれなりに意味があったのかな、そのと

きのつながりが、その子の世界の片隅に残ってい

るのかなと前向きな気持ちになります。 

コタン活動を通じて、子どもたちからいろんな

ことを学び、いろんなことを感じてきました。大

変なこともありましたが、子どもたちとの出会い

に心から感謝しています。 

 

３．シェルターニーズの移り変わり  

（１）カリタンの活動を通じて 

子どもに関わる仕事をするならば、直接子ども

と接してみたい、そう思って始めたコタンでした。

コタンを続ける中で、カリタンや評議員をする機

会をいただきました。 

カリタンは、シェルターへの入居希望の連絡を

受け、シェルター職員

と相談しながら入居判

断・調整を担う役割で

す。カリタンをするよ

うになってから、全体

でどのくらい入居希望

があるのか、またどのような子が入居を希望して

いるのかがわかるようになりました。 

その中で感じるのは、入居希望者が多様化して

いるということです。 

例えば、最近は、外国にルーツを持つ子どもさ

んの入居希望が増えており、入居希望者の国籍・

文化が多様化しているように思います。 

LGBT のお子さんから入居希望があり、ボーイ

ズとガールズのどちらに入居するのがいいのかと

いうことが議論になったこともありました。 

またシェルターへの入居希望が重なって、緊急

性や必要性が高くても受け入れられないときもあ

ります。そのようなときは、他機関や他県のシェ

ルターを紹介したり、他の代替的方法を考えたり

しますが、一方で家庭などに居場所がない子ども

が安心していられる場所が不足していることを強

く感じています。 

 

（２）評議員として 

評議員をさせていただくようになってから、カ

リヨンの魅力は、いろんな立場の方々が関わって

意思形成をし、活動しているところなのではない

かと感じています。 

コタンをしているとき、自分の中でのカリヨン

の位置づけは、どちらかというとシェルター（カ

リヨン）を利用する側でしたが、評議員をさせて

いただくようになり、カリヨン側から、カリヨン

に求められるもの、カリヨンの運営などについて

考えるようになりました。 

 

４．おわりに 

「私にとって、カリヨンとは？」と考えたとき

にまっさきに思うのは、人と人とのつながりの大

切さということです。子どもと関わるおとな同士

のつながり、おとなと子どもとのつながりなど、

いろんな立場の人たちが、「カリヨン」を中心とし

て輪のように大きく広くつながっていて、その多

くのつながりの中の１人として、これまでカリヨ

ンに関わってきたように思います。 

カリヨンに対するニーズはますます多様化・複

雑化していくと思いますが、どんなことがあって

もカリヨンならば乗り越えていく、そんな希望と

元気を与えてくれるカリヨン子どもセンターを、

これからも応援していきたいと思っています。✿ 
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食事作り、侮りがたし！ 

徐々に変わってきたな～と感じていることのひ

とつが、メニューに求められる多様性の質。 

アレルギーの有無・好き嫌い、ということを越

えた、外国籍の子どもたち＝日本とは大きく異な

る食文化を背景に持つ……の入居が珍しいことで

はなくなってきており、食にまつわる文化も含み

の多様性です。 

冷蔵庫に何が残っているのか中身を見てからメ

ニューを決めようとか、お店で“本日のお買い得品”

を見てから決めよう、というわけにはいかないこ

とも増え、どこでも売っているとは限らない食材

の販売店リサーチも必要です。 

「食事作りなら、もう 30~40 年は毎日やって

きたからね～」と、かつてふんぞり返って言った

のは甘かった！ 世界中には数えきれないほど

色々な食べ物の種類、そして食の文化があるのを

知らなかった！ その体感を私は欠いており、「わ

たしは知っている（understand）」には程遠い「知

ってるつもり」だけってやつだった！  

今はインターネットという便利なものがあり、

PC 検索すると様々なお料理レシピが見られます。

覗いてみると見たことも、もちろん食したことも

ないものが飛び出してきて、どうもこれは面白い。 

料理のジャンルによって日本語での掲載情報量

には差があることも発見でした。情報量の多寡は

お料理のレシピに留まらず、その背景にある文化

に関しても同じようなのです。少ないものは、一

般的には「日本ではよく知られていない」世界、

と言えるかもしれません。けれども、それは日本

以外でも同様に知られていないわけではなく、実

はワールドワイドな文化である、というものもあ

りそうです。 

いやはや、私は自分の視野について再認識する

ようでした「こんな風な偏りがあるのかあ」と。 

リアル子どもの権利条約 

子どもたちとの出会いが、1 度しか渡航経験の

ない(飛行機こわい)私の、食の世界に広がりをも

たらしています。 

食に限らず、子どもの日常と関わることは、私

が例えば彼らに食べ物を提供するという一方向性

のものでは決してなく、私が子どもたちから受け

取る影響が非常に多いのでして、これはまさしく

子どもの権利条約にいうインタラクション・相互

作用！ 関わるという時に、じゃあお互いに何をや

り取りしているんだろうと考えてみると、言語だ

けではなくて、言葉以前のものをたくさん相互に

送りあっていますねぇ。表情とか、間であるとか、

意識的な、あるいは無意識的な動作を介して。 

「子どもの意見表明権」の「意見」は日本語仮

訳ではそのように訳されているけれど、英語正文

では、まとまった意見として言語化されたものと

いうニュアンスの濃い opinion ではなく、view 

が当てられているのです。 

日本語での会話が必ずしも成立しないという近

ごろでは、確かにやり取りしているものは互いの

view に違いないと、改めて私は感じています。 

そうこうして、結局私が知るのは「わたしって

こうなのか」ということなんですが、教育研究家

(自称)の故大田堯（おおた たかし）さんが以前

「学ぶってことは結局己を知ることだなあ」と仰

っていたのをそのままいただくと、カリヨン日勤

の場は私の学びの場ってことなのです。 

 

「俺のおか

げで最近少

し料理がう

まくなった

よね」。Nく

ん、その通

り だ わ ！ 

入居者のみ

なさん、職員の皆さん、これからもご指導ご鞭撻

のほど、よろしくお願いしま～す。 

（ボランティアスタッフ・評議員  やまもと ひろこ）✿ 

とびらの家通信 

Part.35 
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リスタート！ 

6 月よりガールズに異動してまいりました、大

野です。以前は法人型ファミリーホームにおりま

したが、このたび初めてシェルター勤務にあたり

実感するのは、“スピード感”です。シェルターへは

多くの場合、「今日、行く先がない」といった差し

迫った状況の問合わせがあります。「週末だけで良

いから入居させてほしい」と 2 泊して転居する子

もいました。 

シェルターでは、おおよそ 2 ヶ月という目安の

中で、子どもたちは次の行き先を見つけ、旅立ち

ます。一時避難場所に身を寄せ人生の局面に立つ

子どもたちが、いま置かれた状況の中で自分は何

を求めどこへ向かうのか、短期間の内に己を見つ

め、現実を受け止め、気持ちに折り合いをつけ、

大きな選択をする。そして旅立つ姿をすでに何度

か見送りました。 

夏に見送った子は、「両親には頼らず生きていく」

との決意でシェルターを旅立ちました。もちろん、

この先思い直したり方向転換したりすることはあ

るでしょうが、十代の彼女があの時、あの選択を

したことに、驚きました。 

最後のケース会議で、おとなが提示したプラン

B の紙を何も言わずに破った彼女の姿は、彼女の

覚悟そのもののようで忘れられません。そして、

退居の日に、玄関先から見送るホーム長を何度も

振り返り、しまいには抱えた大荷物をいったん下

ろし、両手に顔を埋めてこぼした涙には、普段は

淡々として見えた彼女の年相応のナイーブな一面

を見た気がして、胸が詰まりました。 

私たちにできることは、ちょうど今日のように

子どもがここを旅立つ時、しっかりと歩けるよう、

準備期間である日々を積み重ねることなのかなと、

一緒に過ごす期間は短く、だからこそ巣立った後

を見据えて過ごさねばいけないのだと改めて感じ

ました。 

さて、2019 年夏、ガールズにとって最大のイ

ベントはやはり「ホームの移転」でした。2004

年の開設からずっと同じ場所で運営されていたガ

ールズと物持ちの良いガールズ職員、この組み合

わせは大変です。歴代の子どもたちが手放してい

った思い出の？ 断捨離の？ 品々、かれこれ十数

年前に撮影されたと思われるスタッフさんたちの

若々しい写真、何の付属かも分からない謎の部品

諸々、棚の奥から出てくる、出てくる！ 

十分に役目を果たしたであろう吸水力抜群のタ

オルや、当初より薄型になった敷布団諸々には感

謝と別れを告げ、世界の“こんまり”さながら「ト

キメク」ものだけを連れて、新天地へとやってま

いりました。 

引っ越し前日が入居児童の退居日というタイト

なスケジュールでしたが、ボランティアスタッフ

さんや日頃からお世話になっている大工さん、事

務局職員の手も借りて……皆々さまのご協力を得

て、なんとか無事に引っ越し完了と、新ホームに

て受け入れを再開することができました。これに

伴い、子どもたちの居室だけでなくスタッフルー

ムが広くなり、折りたたみ式簡易ベッドから常設

ベッドの設

置が叶った

ことに職員

一同喜んで

おります。

（右記写真） 

 

腹が減っ

ても眠くて

も戦はできぬ、です。厳しい状況の中、子どもた

ちが上がったり下がったり、時に荒れ狂ったり？ 

しながら、その子がその子のタイミングで前を向

いて歩を進めようとした時に、今だ！ とばかりに

追い風となれるよう、前のめりで準備し、中腰で

スタンバイしていきたいと思います。最後になり

ましたが、日頃から法人の運営にご賛同頂きご支

援くださる皆さまには、この場を借りて深く御礼

申し上げます。（職員 大野 樹綿）✿ 

子どもの家ガールズとともに 
Part.37 
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 9 月も終盤に差し掛かり暑さも一段落。今年の

夏は日照不足で野菜の価格高騰がニュースになっ

ていましたが、夕やけ荘の庭では夏野菜たちが豊

作でした。特にきゅうりは消費が追い付かないほ

どで、サラダやぬか漬けといった定番メニューの

他に、自家製キューちゃんにチャレンジしたり、 

30 ㎝以上に育ったものは中をくりぬいて器にな

ったりもしました。 

夏の始まり頃になると、暑い中荷づくりや引っ

越しをした当時のことが思い出されます。2016

年 7 月に江戸川区より大田区に移転して参りまし

て、気付けば丸３年が経過。この間の退居者は約

20名。今号では夕やけ荘での「退居者との関わり」

をご紹介したいと思います。（以下退居者=OG） 

夕やけ荘での生活から次のステージに進んだ先

としては、一人暮らし、家庭復帰、住み込み就労

など様々で生活状況もそれぞれです。 

関わり方は、主に 3つに分けられます。 

①電話・メール・ＳＮＳ等での連絡 

②面会 

③本人以外との連絡 

最も回数が多いのは①です。以前から「メール

は面倒」「LINE なら返信する」といった子どもた

ちの声はありましたが、なかなか踏み出せず。し

かし移転を機に夕やけ荘の携帯電話をスマホに機

種変更し、LINEを導入しました。 

今ではほとんどの連絡が LINE に拠るもので、

相談事はもちろんですが、雑談や近況報告といっ

た電話やメールだとわざわざしない程度のことも

気軽さが手伝ってか連絡の頻度が上がりました。

ママになった OG は家族写真で子どもの成長を教

えてくれ、職員一同をほっこりさせてくれました。 

②面会では、夕やけ荘へ来訪してくれた際には

食事を提供することも多く、「懐かしい」「自炊は

大変」等の声が多く聞かれます。 

また、来訪した際にそのまま泊まっていくケー

スもあります。先日は遠方に退居した OG が東京

に遊び来た際に２泊。入居当時と変わらぬ様子で

食事や入浴を済ませ、さながら実家への里帰りの

様相でした。 

自宅や職場近くへ出向いた際には、寄付でいた

だいた食品や日用品を差し入れることもあります。 

4 月に事務局が旧夕やけ荘に移転しましたが、

その際も近隣に転居した OG と面会でき、成人し

ておりましたので、お酒も一緒にいただきました。

OG との交流は職員にとってなによりの励みで、

先輩たちの経験（楽しみや悩み、苦労等）を聞き、

現役の子どもたちや他の OG へのアドバイスの参

考にさせてもらっています。 

法人やホームのイベントにも積極的にお誘いし、

家族や子ども連れで参加してくれる OG も増えて

きました。 

③については多岐に渡って、コタン、彼氏、前

籍施設職員、職場、大家、役所、各支援団体……

等々挙げればきりがありません。最近では家族の

方と直接やり取りすることも増えています。 

 

職員だけでできることはほんの僅かで、子ども

ひとりを支えるのにも多様な方と連携していかね

ばなりません。スクラム連携を改めて意識して、

今後も支援に当たりたいと思います。 

10/1現在、入居者は 5名で、間もなくの退居予

定が 2 名控えています。不安な気持ちも抱えてい

るとは思いますが、退居後も「夕やけ荘にできる

ことはなにか」を模索しながらお付き合いできれ

ばと思います。 

 

追伸 増税前最後のまとめ買いは、庭の土と肥料

でした。皆様からも秋冬野菜の豊作祈願をいただ

ければ幸いです。（職員一同）✿ 

夕やけ荘便り 
Part.31 
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はじめに 

今年は、国連で子どもの権利条約が採択されて

30周年、カリヨンが設立されて 15周年、そして

平成から令和へと改元…とメモリアルな１年であ

る。 

年始の野田市小４女児虐待事件や、６月の改正児

童虐待防止法の成立、更に目黒女児虐待事件の保

護者に判決が下されるなど、児童福祉にも大いに

関心が高まった１年なのではないだろうか。児童

相談所では虐待通告から 48 時間以内に安全確認

することがこれまで以上に厳になされているので

あろう。幾多ある SOSのうち、ボーイズへ繋がっ

た打診は 25 件、入居した人数は 10 件を数える。

入居してきた子どもたちの傷ついてきた体験を知

り哀しくなる一方で、命が明日に繋げられたこと

に胸をなでおろす日々だ。 

 

新元号発表 そのときボーイズは… 

2019 年 4 月 1 日 11:30 ボーイズのリビング。

入居者と当職、そしてボランティアさんが息をの

んでテレビの画面を見つめる。……正座している

者もいるではないか……そう。新元号が発表され

ようとしている。 

しかし、11:30 を過ぎても動きがない。子ども

たちも口々に…… 

「こんな時くらい時間守れ…」 

「ダサかったら日本出ていくわ…」 

「トイレ行ってくる…」 

え？こんな時にトイレ!? いや、違う…おとなよ、

なんで時間通りに発表しないんだ！ 子どもがト

イレに行きたくなってしまったぞッ!!  

「あッ…！出てきたッ！」 

菅官房長官が演壇に立つのが早いか、「うわぁ」と

トイレから戻ってくる入居者。機は満ちた…… 

さぁ、開示してもらおうッ！ 

……     …… 

 

一瞬の静寂。 

「…はぁ？」 

「だせぇ」 

「なんかなぁ…」 

「待って損した」 

「命令の令が入ってやがるッ…！」 

後ろの方でボランティアさんが昼食づくりを再開

しながらコロコロ笑っている。ボーイズにおいて

口々に言い合う感想は非難轟々。しかし、世間の

評判は案外悪くないと聞き、子どもたちと更に驚

いたものである。 

 

多国籍の定番化 

すっかりおなじみとなった外国籍の入居者。今年

も宗教上の理由から食事に工夫を迫られた。ちな

みに、一昨年の外国籍入居者は食事に特に制限な

し。昨年の入居者は、彼の定義では特定の食材を

避ければ産地はどこでも良かった……が、今年は

遂に、宗教の教義に則って処理をした食材でなけ

れば食べられず、特定の調味料も使えないという、

食材入手もレシピ入手も調理も難易度 MAX の入

居者の登場である。更に、「海の生き物は食わん」

という価値観の入居者も同居し、ボーイズのおと

なたちは正直、頭を抱えた。 

あぁ、食材ショップのなんとありがたいこと

か！ そうはいっても、子どもの強いられる我慢は

相当なもので、ボーイズに入居さえしなければ自

分の慣れ親しんだものを毎日食べていたのだろう

な、と思うと胸が痛む。断食をまたぐ時期もあり、

日本で暮らすことを覚悟しているとはいえ、彼に

とって相当な試練となったはずだ。ボーイズでの

生活をよく耐えてくれたと思う。 

４月末に開催されたカリヨンハウス BBQ では、

昨年の外国籍の入居者も参加し、日本の文化の慣

れない点について情報交換がなされ、食材につい

ても気兼ねなく食せていたようで意義深かった。

外国籍の入居者は保護されるニーズは今後も増え

ていくであろうことを肌で感じたものである。↗ 

子どもの家ボーイズから 
Part.22 
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終わりに 

2019年、平成の仮面ライダーは20作品を数え、

令和の仮面ライダーにバトンを渡すという、当職

個人としてもメモリアルな１年である。私は「仮

面ライダーゼロノス」という仮面ライダーにシェ

ルター職員としてシンパシーを感じている。彼は、

人との記憶を消費して変身しているのだ（つまり、

変身するたびに人から忘れられる）。 

ボーイズを巣立っていった子どもたちには、是

非、ボーイズにいたことを忘れるくらい楽しい「自

分の人生」をのびのびと描いて欲しい。私はその 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ために、自分の時間をこの仕事に消費している。

でも、もし生きることが苦しく、命なんか投げだ

してしまいそうになったら……カリヨンがあった

こと、おとなと共に社会に立ち向かった日々を思

い出して頼って欲しい（本当は、必要な時にこち

らから足を運びたい）。 

元号や時代は変われど、その時々で子どもたち

の声なき声がこだましている。無力であるとは知

りつつも、その声を少しでも掬い上げていきたい。

15周年を迎えたカリヨンは、変わらず令和という

時代を走り続けていく。（職員 成澤 弘明）✿ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

全国に広がる子どもシェルター・自立援助ホーム 

2019年 10月現在、「子どもシェルター全国ネットワーク会議」には 22団体が

加盟しており、子どもシェルターは全国で 17ホーム運営されています。 

「全国自立援助ホーム協議会」に加盟している自立援助ホームは 176ホーム。 

困難を抱えた子ども、若者へ、支援の手が届きますように！ 

 

 

子どもシェルター  

設置地域    
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東京弁護士会「もがれた翼 Part.26『素数とく

るみ』」が、2019年 8月 24日～25日、赤坂区民

ホールで上演されました。1994年から続く、カ

リヨン子どもセンター設立のきっかけになった子

どもの人権啓発のための演劇イベントです。 

中学校でいじめが起きます。子どもや保護者同

士のグループ形成や、SNSでのやりとりが不穏を

あおり、くるみの殻のような小さな世界で、いじ

めをしていた者が一転していじめを受ける側にな

るような混沌とした状況が続きます。それぞれの

子どもの思いや家庭事情がなかなか見えてこず、

教師らや相談を受けた弁護士も悩みます。解決の

見えない複雑な状況の中にあって、まずは子ども

たちが何を考えているのか、どのような解決を望

んでいるのか、とことん耳を傾けることからはじ

めよう、と腹をくくるおとなたち。また、いじめ

問題の渦中にあった子どもは、素数には約数とし

て必ず数字の「１」があるように、すべての人が

生まれながらに"人権“を持っていること、子ども 

の人権も、おとなの人権も尊重されている場所が 

心地よい世界なのだと気付くのでした。 

3回公演合わせて 850を超える皆さんにご鑑賞

いただき、ロビーではカリヨンへたくさんの募金

をお寄せくださいました。感謝申し上げます。✿ 

News Carillon No.45 

本誌は、社会福祉法人カリヨン子どもセンター事務局が責任を持って編集、発行しています。 

本紙に関するご意見、ご要望、掲載を希望する情報などがありましたら、下記までご連絡ください。 

 

社会福祉法人カリヨン子どもセンター 

東京都江戸川区南小岩 3-8-10 

TEL 03-6458-9120  FAX 03-6458-9121 

2019 年 10 月 15 日発行 （無断転載はご遠慮ください） 

編集後記 

 日本列島を襲った台風 19号は未曽有の大被害をもたらしました。お亡くなりになった方々のご冥福
をお祈りするとともに被害に遭われた地域の方々には心よりお見舞い申し上げます。 
 みなさまのお住まいの地域では被害がありませんでしたでしょうか。 

News Carillon 45号をお届けします。 
 台風の大雨のさなか、カリヨンの二つの施設では危機管理マニュアルに従って避難準備情報発令と同
時に非常持ち出し袋を入居児が各々携えて、ホーム長は貴重品、食糧、着替え等を持って避難所へ避難
しました。幸い被害はなく翌朝には無事にホームに戻ることが出来ました。日ごろの避難訓練なども役
に立ったと思われます。今回の台風を教訓に、これからもいろいろな災害に備えて入居児の安全を守る
ために職員一同より一層の努力をする所存です。 
前号でもお知らせしたとおり、10月 28日には 15周年記念イベントが開催され、11月 23－24日

には子どもシェルターネット全国ネットワーク会議が和歌山で開催されます。 
15年に亘ってカリヨン子どもセンターの活動が続けられたのもひとえに支援者のみなさまのおかげ

と心より感謝申し上げます。これからも変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます。（T・Y） 

もがれた翼 Part.26 
「素数とくるみ」ご報告 


