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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カリヨン担当弁護士、略して 『カリタン』
理事
プロローグ
「はい。カリヨン担当弁護士の馬渕です。」
「その子はいくつですか？どのような状況です
か？今、どこにいますか？」
「シェルターの空き状況を確認するので、少々
お待ちください。」

馬渕

泰至（弁護士）

まざまで、いじめの相談、友達や先生との関係
に悩む相談、不登校の相談、非行の相談、親と
の関係に悩む相談、虐待の相談、中には、諸事
情から今日帰る場所がないという相談もありま
す。相談者から、今日帰る場所がないという相
談を受けたコタンがカリタンに電話をかけ、
「もしもし、弁護士の相川と申しますが、カリ
ヨンへの入居をお願いしたいのですが。」
と、冒頭部分の会話に戻ります。
子どもの悩みを聞き、今日帰る場所がない子
どもたちをシェルターに繋ぎ、その後、親との
関係調整をしたり、自立の支援をしたりする、
子どもの代理人がコタンの役割、そして、シェ
ルター打診を受けたカリヨン子どもセンターに
おいて、入居調整を行うカリヨン子どもセンタ
ーの代理人がカリタンの役割です。

皆さん、
「カリタン」って知っていますか？
上記会話は、子ども担当弁護士（コタン）か
ら入居打診を受けたカリヨン担当弁護士（カリ
タン）の電話対応です。
コタンとカリタン
「はい。子どもの人権１１０番です。」
「今日帰る場所がないのですか？どういった状
況か教えていただけますか？」
「子どもシェルターがあるので、入居できるか
問い合わせてみます。」

カリタンの仕事① 入居打診～入居調整
現在、15 名の弁護士がカリタンとして活動し
ています。担当週にはカリタンが登録している
個人携帯に専用回線から転送されて、入居打診
の電話がかかってきます。

東京弁護士会無料電話相談「子どもの人権
110 番」には、毎月 100 件以上の相談が寄せら
れ、弁護士が対応しています。相談の種類はさ
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入居申し込みを受けたカリタンは、まずは、
子どもの状況を聞き取ります。
「帰る場所はないのか？」
「どのような経緯？」
「親は？学校は？支援者や関係機関は？」
「服薬や通院は？」
子どものニーズを的確に把握し、保護の必要
性を検討し、入居が必要な場合は、情報収集を
行います。特に危害を加えるおそれがある者（親
や交際相手など）がいる場合、綿密に情報を聞
き取ります。
そして、直接シェルターに連絡して、空き状
況や入居の可否を検討してもらいます。シェル
ター入居を検討する際の情報が不足している場
合は、再度コタンに連絡し、追加で情報収集し
てもらい、それをシェルターに伝えることもよ
くあります。

の緊張はマックスとなり、初めてコタンをする
弁護士も緊張しているので、道中、いかに子ど
もやコタンの緊張を和ませるかも個人的にはカ
リタンの腕の見せ所だと思っています。
カリタンの仕事③ 児童相談所への通告等
入居同行をした後、カリタンの最後の仕事が
残っています。それは、所管の児童相談所に連
絡して、虐待通告、一時保護委託（あるいはシ
ェルター委託）の依頼をすることです。
場合によっては、警察に連絡したり、関係機
関に連絡したりすることもあります。ここまで
して、カリタンの業務は終了となります。
ちなみに、カリタンは、入居した子どものケ
ースワークには基本的にかかわりません。

カリタンの仕事② 入居面談～入居同行
シェルターから「入居可能」との連絡を受け
ると、早速、子どもやコタンと入居面接を行い
ます。子どもに対して、入居意思（本当に自ら
の意思で入居を望んでいるのか）を確認し、シ
ェルターの約束事（携帯電話など通信機器を使
えないこと、自由に外出できないこと、入居中
は当然、退居後も場所を秘匿しておくことなど）
を守れるか確認します。
この入居面接はとても重要で、カリタンの腕
の見せ所。そもそも、未成年の子どもを匿う行
為は、形式的には未成年者誘拐罪に該当します。
これが違法とならないのは、子どもシェルター
への入居を子ども本人が望んでいるからに他な
りません。
このように形式的には犯罪行為ではあるけれ
ど、罰されない行為のことを「正当業務行為」
といいます。医者が手術をしても傷害罪に該当
せず、ボクサーが殴り合いをしても暴行罪に該
当しないのも、正当業務行為だからなのです。
シェルター入居が正当業務行為となるために
は、子どもの入居意思が重要であり、入居面接
では大人 2 名以上で入居意思を確認しています。
場所は弁護士会を使ったり、カリタンやコタ
ンの法律事務所を使ったり、時には、カフェを
使うこともあります。
入居面接が終わると、子どもとコタンをシェ
ルターまで連れていきます。このとき、子ども

2

エピローグ
もちろん、カリタンがコタンをすることもあ
ります。カリタンの入居同行でシェルターに行
ったときに、コタンとして関わっている子ども
に会ったりすることもあります。
このように、カリヨンのシェルターは、職員、
ボランティアスタッフ、カリタン、コタン、カ
リヨンハウス（デイケア）の先生、本ニュース
レターの読者を始めとする支援者の皆さま、た
くさんの人たちに支えられ、故に、たくさんの
子どもたちを支えることができています。
あっ、入居打診の電話がかかってきたので、
ここで失礼します。
「はい。カリヨン担当弁護士の馬渕です。」

News Carillon No.47

夕やけ荘便り
Part.33

②

草

(面白いねの意)

私「（面白い事柄に対して）それは“草”だわ」
子「 “草”だよね」(面白いよね)
転じて、失笑に近い意味でも使用されます。

『 3 大・他の職員が使わず、子どもと私（清住）
が常用している若者言葉』

”草”を超えると”大草原”、”森”や”アマゾン”など

2021 年 1 月。世間はまだまだ“チョベリバ”な状況が

で相槌に使用したところ、聞いていた他の職員か

にもなりますが地域性が出ます。子どもとの会話
ら「出た“草”だ」と言われました。“草”ですね。

続いておりますが、夕やけ荘入居児 5 名、職員 4 名共に
元気に過ごしております。職員 4 名……そうです！

③

新たに職員が仲間入りしました！ 自己紹介をどうぞ～！

ぴえん (悲しいの意)

子「これからバイトなの……”ぴえん”だわ」

2020 年 6 月からボランティアとして参加し、

私「”ぴえん”やんな」

10 月からカリヨン夕やけ荘の職員になりました。

“ぴえん”は越えると”ぱおん”になります。これ

清住美朝です。資格もなく、ただやってみたいと

は上記二つと違いかなり女性的な表現だと思いま

言う私を受け入れて下さり、カリヨンの皆様の懐

す。男の子はあまり使わないようです。

の深さには感謝しかありません。
半年間を振り返ると、お月見にウサギのお団子

若者言葉は何時の時代も四文字が主流だ、とは

を作ったり、子どもとクッキーを作ったり、子ど

ある脚本家の講義で拝聴いたしましたが、SNS の

ものお誕生日には二人でケーキを片手にハッピー

普及により”エモ”（エモい・感情が揺さぶられる意）、

バースデーを歌ったっけ……。コロナ禍の中で行

“レベチ”
（レベルがちがうの意）など端的に複雑な心

事らしく生活の彩りとなるのは“食”です。

情や状況を伝えるような言葉にシフトしてきてい

・

・

・

私、御年 25 歳です。秒速で過ぎていく流行。

る気がします。それによって何がどう変わるのか

気持ちがどんなに若かろうが、若者カルチャーか

はわかりませんが、言葉は文化。子どもの言葉を”

らはどんどん置いて行かれ、そこそこ年をとった

リアタイ”（リアルタイムの略語）で追えるのはいつ

つもりでおりました。ところが、入職してから

まででしょうか。“ぴえん”“。カリヨン職員最年少

「子どもと年齢近いでしょ？」ともう 100 回ほ

(2021 年現在)として、暗号の様な言葉に耳を傾

ど言われた気がします。そう言われたってなぁ。

け、理解できるところまでは年の近いお姉さんを

若さなど一瞬。感性は刻々と子どもから離れてい

名乗ろうと思います。

るのになぁ、と思っていましたが、私が子どもた

よく「あっという間に年をとる

ちと共有できている、あることに気づきました！

よ」と言われるのですが、今まで

それは『会話』です。

言う側だっただけに“草”を生え散

『 3 大・他の職員が使わず、子どもと私（清住）

らかしております、もはや“森”“。

が常用している若者言葉』をお知らせします！

幾つになろうが楽しく生きていけ

「それ使うの？」とよく聞かれます。使います。

たらそれでいいので若さに未練は

実際こんな風に会話をしております。しかしこれ

ないですが、めまぐるしく楽しい

らも既に死語である可能性も高いのです。
“ぴえん”。 若者言葉が使えなくなるのは、
”ぴえん“です。
①

ま

私だから出来ること、出来ないこと、私にも出

(マジの略)

来ること、やらない方がいいこと、摸索の日々、

子「それ、 “ま”？」(それマジ？)

五里霧中です。夕やけ荘や他施設の職員の皆様の

私「 “ま” 、 “ま” 」(マジマジ)

助けやお言葉があってこそ、ギリギリなんとかな

事実を確認するのに便利です。似たような言葉

っております。これからもご指導ご鞭撻のほど、

で“り”(了解の意)もあります。LINE で“り”と送った

よろしくお願いいたします。
（職員 清住 美朝）

ら子どもから「清住さんだ」と言われました。
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ボーイズの入居児で気になった点をひとつ……。

子どもの家ボーイズから
Part.24

食事のマナーやお行儀がよろしくないことです。
コロナ対策もあり、ペーパータオルを使用しても

新 1 年生を 3 回！？

らっていますが、手洗い後の使用枚数が「1 枚、2

『新 1 年生を 3 回!?』 さて、何のことでしょう？

いないなぁ～1、2 枚でも拭けるでしょ。」と、同

枚、…5 枚！」なんてことも！ その度に「もった

正解は、次回の News letter で!!

じことばかり言っていても右→左かなと思う川上

……なんてことは申しません。失礼いたしまし

は、T.クリス〇〇さん風に『MO・TTA・I・NA・

た。正解は、私川上が、カリヨンのホームを異動

I。勿体無い。』と手を合わせて身振り手振りでメ

した回数です。2020 年度から、カリヨン子ども

ッセージを伝えました。
またある時には、肘をついて食事をしているの

の家ボーイズに異動いたしました。改めましてど

を見かけては、湘南乃風の『睡蓮花』の替え歌を

うぞよろしくお願いいたします。
夕やけ荘→ガールズ→ボーイズと異動してきま

してアピールを試みました。歌詞の「俺!俺!俺!

したが、カリヨンでは男子ホームは初めてです。

俺!Ole!Ole!」を、「肘！ひじ！ヒジ！肘！ひじ！

お手伝いとして、とびらの家には数回、宿直勤務

ヒジ！」と云うように……すると、笑ってくれ、

に関わらせて頂きました。しかし、所属となると

そっと肘をテーブルから降ろして食べるではあり

気持ちも違います。

ませんか！！

ボーイズに異動し、最初に感じたのは「物を大
切にされているなぁ」と云うことでした。ボーイ
ズが新築されて数年。家もキレイですし、物品ひ
とつひとつが大事に使われていると感じたのです。
シェルターを利用したい、または、しなくてはな
らない男子 2 人以上が暮らせば、ケンカもおき、
ケンカは駄目だと我慢したら、物に八つ当たりを
したくなりますよね。その点を想像しても、ボー
イズはキレイです！
加えて、2020 年秋に入居した 3 人はキレイ好
き！ 職員よりフットワーク軽く、掃除機持って、
雑巾絞って、スチールたわしを握って、ボーイズ
内をピカピカにしてくれています。
職員に対して感じるのは、情報の共有、アップ
デートが物すごく早いところで感心しています。
新型コロナウィルスしかり、子ども達の支援もし
かり……いつも誰かがバソコンのキーボードをカ
タカタ……プラス子ども達との触れ合いも後回し
にしていない!! 『新一年生、勉強になります！』。
試行錯誤をしながら、なるべく楽しく注意し、
マナーも身に付けてもらえたらと考えています。
どうぞカリヨンの関係者の皆様、支援者の皆様、
今後もご指導、ご鞭撻のほど宜しく申し上げます。
（職員 川上 寿世）
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たちが参集してしまう危機的状況を放置できまい

とびらの家通信 Part.37

と探偵大坂は始動しました。庭に佇むその物体を
よく観察し詳細な成分分析と関係者へ聞き取り調

『とびらの家のミステリー』ベスト 3

査を行った結果、職員が入居者に作りもたせた弁

春風駘蕩に身を委ね、林間に灼熱の太陽からの

下さねばと虫誘引の罪で逮捕状を請求した矢先、

当の一部であることを解明。秋霜烈日たる裁きを
同僚から指摘されました。被疑者は、作ってもら

涼を求め、紅葉狩り……ごく当たり前にしていた

った弁当を食べ残して帰ることに申し訳なさを感

ことも満足にできぬまま年が明けました。新型コ

じ、或いは怒られると畏れたのではないかと。

ロナウイルスによる未曾有の災禍のなか、皆様の

ふむふむ。気遣いの優しさに心打たれたと彼に伝

ご苦労はいかほどかと拝察いたします。

え、怒ったりしないから今度からは三角コーナー

碧霄の昼下がり、高騰した水光熱費にホーム長

にとお願いしたのでした。

が眉を曇らせています。
見えない敵と戦うために、

第 1 位の発表の前に最近のホームの様子を少々。

普段以上に入念な清掃と消毒、換気をしながらの

入居者は、各々が目標を見据え就労に就学に励み

冷暖房と、感染防止策を徹底していることが要因

ながら、友人や職員とバスケ、キャッチボール、

です。

腕相撲を楽しみ、オンラインゲーム仲間との交流

さて、今号は「とびらの家のミステリー」ベス

で息抜きし、難しい政治議論で白熱することもあ

ト 3 をお届けします。まずは、第 3 位：
「爪切り

ります。スイーツ男子増加につき、プリンやケー

がなくなる」
。ここ最近で 3 回行方をくらまして

キやパイの甘い香りが漂っています。OB たちに

いる爪切り。1 回目の真相は、自室に持っていき、

は、このご時世で大幅な減収や失職に遭った者も

使い終わったら最後、戻すことなんぞすっかり廃

ありました。支援者様からご助成を賜り、食料品

忘したおっちょこちょいさんの仕業でした。2 回

のほか、カレーが主食の異国出身者には圧力鍋、

目は、爪切り置き場周辺の綿棒、絆創膏、ペン、

雪国で生活を始めた医学生には暖房器具の提供、

金魚の餌やらの雑多な品々のなかで埋もれてしま

家賃や税金の支払いも危ういほどの窮状のパパに

っていたのに気付かず大騒ぎ。おっちょこちょい

は現金支給も行うことができました。閑話休題。

さんその 2 を探して、聴取しまくった私は整理整

第 1 位は、子どもも大人も「みんなが笑顔でい

頓を疎かにした己の罪を懺悔しました。そして、

る」。不思議でも何でもないかもしれませんが、自

3 回目の失踪。実はこの真相はいまだ謎のままで

身の逆境に覆い重なるコロナ禍のなかで 笑えて

す。過去の類似事例を想起するに、職員室照明の

いることは当たり前なことではないと思います。

リモコンが消えた際は、遠方から操作をして明か

就労しながら勉学に励む入居者たちや不安定な就

りが点灯と消灯を繰り返すという、怪奇現象を生

労ゆえに現在一層の窮地にある OB たちがそれで

じさせんとするいたずらっ子ないしオバケになり

も笑顔で過ごせておりますのは、前を向いて歩み

たい願望のある少年の所業でした。今回もこうい

を進めようとする彼ら自身の力、隣にいてくれる

った類の嗜好の発露なのか何かのメッセージなの

友人や恋人、そして何より皆様の温かいお見守り

か。日頃から、
「沈黙は金ではないし、雄弁でもな

とご支援の賜物と感謝いたしております。

い不器用なお喋りこそがプラチナである」
と伝え、

爪切り欠品中かつ光熱

言語による発信を促しつつ、伸びた爪を眺めなが
ら沈黙のメッセージの解読に今も苦悩しています。
続いて第 2 位：
「庭にすき焼きふりかけご飯が

費暴騰中のとびらの家に
変わらぬご支援をどうか
宜しくお願い申し上げま

ある」。これには頭を抱えました。なんたって、す

す。末筆ながら、本年こ

き焼きふりかけのかかったご飯が庭に佇んでいる

そは愁眉を開くことがで

のですから。寒さと換気控えによる空気滞留に乗

きますよう、皆様のご健

じて跋扈するとの説もある新型コロナの冬を乗り

康とご多幸をお祈り申し

越え、啓蟄を翹望する気持ちは斟酌しますが、馳

上げております。

走を求めてご近所から魑魅魍魎とした憎き虫さん

（職員 大坂 賢志）
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▲例年になく、豊作の柿
（渋くない）

News Carillon No.47
たものが両手を使ってひくようになり、どんどん

子どもの家ガールズとともに

上達。毎日入れ替わる職員・スタッフに演奏を披

Part.39

露してくれ、その成長ぶりでみんなを驚かせ、そ
の反応を見ながら「にこっ」と本当に嬉しそうな

ＤＶＤギャラリー・トップ３

表情を浮かべていました。好きなことに取り組む
ときの集中力と努力には感心させられました。

2020 年度４月に、ボーイズからガールズに異

またある時は、アニメ好きの子どもたちからお

動となりました、坂爪です。あっという間に「も

もしろいアニメの話を聞き、その熱意と知識量に

ういくつ寝るとお正月～♪」なんて歌が聞こえて

驚愕させられました。シェルターでは、深夜アニ

きそうな時期が近づいてきました。

メは録画し、翌日以降に視聴するのですが、ある

この間コロナの問題もあり外出も思うようにで

子どもは、放送日翌日にはいつもより少し早起き

きず……カリヨンハウスの利用もできず……とい

して他の子どもたちが起きてくる前に集中して鑑

う最中、ガールズではみんなでお菓子作りのレク

賞、見終えると早速職員にその話をし、朝食の準

リエーションを行いながら子どもたちに少しでも

備に追われる職員がなかなかゆっくり話を聞けず

楽しい時間を過ごしてほしいと工夫してきました。 にいると「聞かなくてもいいから話しをさせて！」
子どもたちの生活の中心はテレビ鑑賞、キーボ

と嬉しそうに話すほどです。

ード、メイクや職員・スタッフも混ざって談笑と

何気ない生活のひとコマにも、好きなアニメと

いう感じでした。世間を賑わせていたゲーム「あ

繋がりをみつけ、おのおのが自分の好きなアニメ

つまれどうぶつの森」をやっていた時期もありま

を例に挙げながら話します。あまりにも楽しそう

したがテレビで芸能人のプレイデータをみて「こ

話すので、私もそのアニメを見始めたところ「あ

んな風になるまでどれだけ時間がかかるんだ……」 の時はこの場面の話をしていたのか！」とはまっ
と挫折した子どももいました。それでも次のステ

てしまい、ネット動画で一気見してしまいました。

ップに進むまでの間、シェルターでの生活を有意

そのことを話すと、より一層細部のことやアニメ

義に過ごそうとそれぞれ自分で楽しめることを探

では省略された原作の内容を嬉しそうに話をして

して過ごしておりました。

くれました。時々勢い余ってネタばれしてしまう

そんな中大活躍したのがＤＶＤや、過去の入居

こともありましたが、決して悪気はなく、嬉しそ

者が「今後の入居者のために」と録画していって

うに話す様子をみて、好きなことの話をするって

くれたバラエティーや歌番組、映画でした。子ど

楽しいよねとほほえましく思ったのでした。

もたちに人気の DVD ギャラリー・トップ３は不

他にも音楽番組を見て過去の自分を振り返って

動の「ジブリ、ハリーポッター、ディズニー」
。順

みたり、お気に入りのアイドルを見て癒されたり

位は頻繁に入れ替わりますが、大抵の入居者がひ

しながら、どうにかこうにか自粛期間をやり過ご

と通り鑑賞しているように思います。繰り返し何

しました。徐々に世の中の動きが再開され、カリ

度も視聴する子どもも少なくありません。ＤＶＤ

ヨンハウスでボイトレや鍼灸、学習などそれぞれ

は、職員が買い足していくこともありますが、ご

の希望に沿ったメニューを実施できるようになっ

寄付で頂戴した作品も多く、感謝は尽きません。

てきましたが……ここにきてまたコロナの感染者

ある子どもは、ジブリシリーズの『ハウルの動

が増えてきている状況。また緊急事態宣言が出さ

く城』が特にお気に入りで、何度も繰り返し見返

れる日もくるのでしょうか。

し、自分なりに考察を深め、解説してくれるほど

コロナの影響が落ち着くまでは、とにかく子ど

の評論家でした。ピアノを習っていた他児から劇

もたちの心身の健康を守るとともに職員・スタッ

中に出てくる挿入歌を耳コピしたものを教えても

フ一同も健康に気をつけ、子どもたちが安心して

らい、熱心にキーボードの練習に取り組むように

生活できる場を維持していきたいと思います。

なり、指の動かし方なども学び、初めは片手だっ

（職員 坂爪 弘樹）
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ことができている。これはたくさんの時間が経ったの
と、シェルターでも、自立援助ホームでも私のことを
ただの子どもだと思わず、人として接して、向き合っ
てくれたから。

前号（No.46）にて、2019 年 10 月開催『カリヨン子
どもセンター15 周年記念イベント』についてご報告をさ
せていただきました。同イベントにて、カリヨン子どもセ
ンターで暮らした経験のあるお 2 人からお話を聞きまし
た。お 2 人からは、山あり谷ありの日々を越え（もちろん
今も前進しながら）、今だから話せる思いや言葉をたくさ
んいただきました。一部を再構成し、ご紹介します。

たくさんつらい思いをしている子がいると思う。でも
いつか笑い話になるから、どうか生きていて。死ぬこ
とや逃げることはしないで。私は歌舞伎町とかに落ち
ていった子をたくさん見てきたけど、やっぱりみんな、
おとなを信用しきれなかった。
だからおとなの皆さんは、子どもが信用できるまで、

Ｓさん

すこしだけ辛抱して待ってほしい。子どもたちだって

カリヨンでの日々を振り返って

ぜったい幸せになりたい。幸せになることを諦めたく

シェルターで印象的だったのは、安全であること、

ない。だから支援する側も、その子が幸せになること、

三食食べられること。シェルターに来る前は、人とし

幸せになりたいと願っていることを、絶対に諦めない

て扱われなかった。シェルターでは私の話を聞いてく

でほしい。絶対、いつか、笑い話になります。

れる。今後どうしていきたいか、どういうことを考えて
いるか。こんなことは、今まで経験したことがなかっ
た。人として認め、話してくれた。Ｓとして扱ってくれる。
やっと私の人生が始まると思った。

Ｔさん
カリヨンでの日々を振り返って

シェルターでは、他の入居者がいなかったので、

シェルターを出てからは、自立援助ホームで 1 年

のんびりジグソーパズルしたり、漫画読んだり、職員

半生活し、今はひとり暮らし。今も困っていることはた

にギターを教えてもらったり、カリヨンハウス行ったり

くさんあって、シェルターを出てからもコタンさんや、

してすごしてた。

信頼できる支援者さんがかかわり続けてくれている。

自立援助ホームにうつってからは、すぐに職員と
一緒にハローワークで仕事を探しに行った。運よくす

子どもに手を差し伸べたいと思っている方へ

ぐに仕事がみつかった。社長も気さくな人で良かった。

私は小さいときから、おとなに何度も何度も裏切ら

15 歳の時は若かったな。自分の意見を通そうとして、

れてきたら、おとなのことは一切信用していない。今

職員に反発したりもした。

苦しい時も SOS を出せない。また裏切られるんじゃな

仕事は 1 年半くらい継続したけれど、17 歳のときに

いかと怖くて、逃げ出したこともあった。今でも嘘をつ

進学を決心した。20 歳までには退居なので、自立援

いてしまうこともある。

助ホームを出たらどうしようかと考えたとき、手に職

支援する側は「それでも絶対手を離さない、あなた

をつけておきたいと思った。職員が探してきてくれた

が裏切ったとは思わない、嘘をつくのは当たり前」と

奨学金を受けて専門学校へ行ったり、運転免許の資

いう覚悟をしてほしい。

格もとることができた。

子どもに手を差し伸べたいと思っている方は、たく

自立援助ホームでは、仕事にいくとき弁当も作っ

さんの覚悟と決心をしてください。子どもが裏切って

てくれて、とても助けてもらっていた。今はひとり暮ら

逃げても、愛を持って叱り、いつも通り温かいごはん

しをしていて、お弁当作りは面倒くさい。ホームでは

とお布団を出してあげてください。

帰宅するとご飯もあって、助かっていた。
カリヨンのバーベキュー、クリスマス会、自立援助

今、カリヨンに入居している子どもたちへ

当時、支援者に「いつか笑い話になる」と言われて、
そんなことあるわけない、ふざけんなと思った。でも

ホームの職員と旅行、楽しかった。富士山５合目から
頂上へ登ったことやヨットでセーリングしたこともいい
経験だった。社会人になるとなかなかできないよね。

私は今笑っている。笑いながら昔の話をして、伝える

（次ページに続きます）
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（前ページに続いて、Ｔさん）
今、カリヨンに入居している子どもたちへ

いっぱい遊んで。旅行の計画など、ためらわずに
声を出していいので、積極的に言いたいこと言って。
職員はきっと受け止めてくれるから。今までは我慢し
ていたことを、我慢しなくていいよ。
カリヨンでは、だめなこと事はだめと言ってくれる。
頭ごなしではなく、こうだからダメ、こうしたほうがいい

『さくらの親子丼』（東海テレビ）

んじゃないと言ってくれる。自分はそういう部分で助

主演：真矢ミキさん、原作・脚本：清水有生さん
シーズン３では、シーズン２に引き続き、子ど
もシェルターを舞台として、たくさんのドラマが
描かれました！ 制作スタッフの皆さんが、カリ
ヨンだけではなく、日本全国の子どもシェルター
や、若者支援団体への取材を重ね、理解を深めて
くださったことが伝わってくる作品でした。
ちなみに、ドラマの法律監修は、今号の巻頭言
を執筆している理事・弁護士の馬渕さんです。
そして！ 真矢ミキさん からサイン入りポスタ
ーをいただきました♪ （写真）カリヨンを訪れる
子どもたちもびっくりすることでしょう。
このＮＬをお届けする頃には、ドラマのテレビ
放送は終了していますが、ドラマの登場人物たち
のように、実際の子どもたちも悩み、決断の日々
を送っています。これからもご関心をお寄せいた
だければ幸いです。

けられ、今の自分の考え方をしっかり持てるようにな
った。おとなと話すことが苦しいと思う人もいるが、お
となと話すことはすごくいい経験になる。職員はしっ
かり聞いてくれる。夕飯の時間でもいいので、職員と
雑談を交え、こんなことしたいと話してほしい。職員
から怒られることはあるが、否定されているのではな
い。あなたのことを思ってくれていたと後から感じるは
ず。私は、カリヨンと関われてよかった。
Ｓさん、Ｔさん、ありがとうございます。これからも応
援しています。また一緒にご飯たべましょうね。

編集後記

2020 年の漢字は「密」だそうですが、実際には「禍」が相応しいと思われる 1 年でした。はじめに新
型コロナウイルスの発見と感染のニュースが海外からもたらされた時には、まさか年末年始に家族と過
ごすことさえ自粛しなければならないほどの感染拡大が全世界に拡がるとは想像だにしませんでした。
また、12 月半ばからは未曽有の大寒波が押し寄せ、大雪による被害が出ています。こんな状況の中、
みなさまにはいかがお過ごしでしょうか。News Carillon 47 号をお届けします。
今年はカリヨン子どもセンターにとってもコロナウイルスとの戦いの年でした。各ホームからの報告に
あります通り、子どもたちはいつもの日常を職員とともに過ごしております。感染予防対策は万全を期
しておりますが、入所施設であるだけに「クラスター」の発生する危険とはいつも隣り合わせです。
最後の頁に 2019 年に開催されたカリヨンこどもセンター15 周年記念イベントに参加してくれた OB
と OG からのメッセージを掲載いたしました。様々な困難の中を歩んできた彼らが、信頼できる大人と
出会って一歩ずつ成長していることが見て取れます。カリヨン子どもセンターがこれまで多くの子ども
たちの支えになってきたとは、ひとえに皆さまのご支援の賜物と感謝申し上げます。これからも変わら
ぬご支援を賜りますとともに、支援者の皆さまにはくれぐれもご自愛のほどお祈り申し上げます。（T.Y）
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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。
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