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 カリヨン子どもセンターのデイケア事業「カ

リヨンハウス」では、ひとりひとりのデイケア

プログラムの設定の他に、アウトドア企画や、

クリスマスパーティーなど法人全体で行うイベ

ントの運営も担当しています。気軽に里帰りを

してもらうわけにはいかない子どもシェルター

の性質上、こうしたイベントは、子どもたち、

OGOB の若者たちと顔をあわせ、ご飯を食べ、

近況を聞き、エールを送る大切な時間でした。

しかし、コロナ禍において大勢が対面で集合す

るイベントは見送らざるをえなくなりました。 

 2 年連続での初夏のアウトドアイベント中止

が決まり、その代替案として、カリヨンハウス

写真展・作品展を企画いたしました。「カリヨン

ハウス写真展・作品展『My Favorite Things わ

たしのお気に入り』」作品募集として、各ホーム、

子ども担当弁護士、カリヨンハウスなどと繋が

っている子どもたち、若者たちに皆さんの心を

なごませている”わたしのお気に入り“を教えて

ください、と、お呼び掛けしました。 

 

 

 

 

 

 

 募集期間は 2021 年 5 月 19 日～6 月 30 日、

応募者本人が撮影・作成した未発表・未公開の

オリジナル作品に限ること、著作権、肖像権な

ど、他人の権利を侵害しないことなどの条件を

満たした 33 点の写真・作品の応募がありまし

た。順位を決めるコンクールではありませんの

で、応募者全員が金メダル！ すべて撮影、制作

した人の視点や思いが伝わってくるすてきな作

品でした。応募してくれた皆さんには、カリヨ

ンから応募作品をポストカードにしたものに、

記念品のプレゼントをそえてお贈りしました。 

 それぞれの困難な事情があってカリヨンと出

会った子どもたち、若者たちが、カリヨンを巣

立った現在、感染防止に努め、息をひそめるよ

うな日々の中でも“お気に入り”の引き出しを増

やしながらすごしておられることに、私たちも

励まされる思いです。応募作品から「カリヨン

ハウス写真展・作品展『My Favorite Things わ

たしのお気に入り』」を本紙面上で開催します。

次ページより、どうぞご覧ください！ 

カリヨンハウス写真展・作品展 
『 My Favorite Things わたしのお気に入り 』 

 

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 無題 （写真） 

A さん 無題 （写真） 
C さん 母の日の贅沢 （写真） 

B さん 卒業まであと少し(2) （写真） 

B さん 卒業まであと少し （写真） 
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D さん 涙流る 時も流る （スクラッチアート） 

D さん 精霊の葬送花 （スクラッチアート） 

E さん 大好きな安心する景色＆ 
カリヨンハウスを思い出す景色 （写真） 

F さん 無題 （写真） 

F さん 無題 （写真） 

G さん 無題 （写真） 
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H さん 小さくても（力強く①） （写真） 

H さん 雨の中でも（力強く②） （写真） 

I さん お部屋で星空を （写真） I さん 光り輝く夕日 （写真） 

J さん 無題 （写真） 

J さん 無題 （写真） 
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夕やけ荘合作  みんなの夕やけ （色鉛筆、油性ペン、マスキングテープ） 

K さん リンネ （パステル、油性ペン） L さん 無題 （詩・写真） L さん 無題 （詩・写真） 

本紙の写真・作品の無断転載を禁じます。 
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みんなの夕やけ 

永遠に続くかと思わせた夏の暑さがすっかり引

いて、雨と晴天を繰り返し、あっという間に涼し

くなりました。夏祭り、プール、宿題、課題、仕

方がないとはいえ、一部を除き多くのものをやり

残した二度目の夏。この温度差に着いて行くのに

子どもも職員も少し慌てました。 

 「今年夏らしい事してなーい」「そうだねえ」と

子どももおとなも、どうしようもないとわかりつ

つ、だからこそ、早速、夏を懐かしんでおります。 

「来年は夏祭り行きたい！」なんて、言い合う

会話も、来年には思い出になるのでしょうか。 

 

そんな何かが始まって欲しいけど、始まらなか

った夏。オリンピックが始まる少し前、カリヨン

ハウスからカリヨン写真展・作品展のお知らせが

届きました。 

夕やけ荘みんなでひとつの作品を制作できない

か、と職員たちは考え、絵にマスキングテープを

使用した『貼り絵』を出展することにしました。 

下絵は私、清住が「夕やけ荘がみんなにとって、

少しでもくつろげる場所だったらいいな」という

勝手な思いを表現し、マグカップを持ってくつろ

ぐ女の子の絵をザクザク描き、ガシガシ色を塗り

ました。 

見た子どもから「えーこれ誰が描いたの？ ……

えっすご！ 清住さん絵描けるんだ！」と素直に驚

かれ、正直気分が良かったです。 

そうして始まった夕やけ荘の作品制作。 

最初は「この絵にマスキングテープを貼ってよ、

みんなで出したいんだ」とお願いしてみても、み

んな自信が無いのでやりたがりません。 

「私こういうの下手だからなあ、絵が変になっ

ちゃうよ」と、決まって遠慮するのです。 

しかし「自由に好きな場所に気軽に貼って良い

んだよ」と声をかけていく内に「そこまで言うな

ら仕方ない、やってみるか……」とやり始めます。

「ね？ センスないでしょ？」と言われると私は決

まって「そんなことないよ、いいじゃん」と返す

ようにしています。とすると段々「なんか夢中に

なるし、てか私、結構センス良くない？」となっ

ていき、その繰り返しで絵を完成することができ

ました。 

好きな色しか使わない子、隙間があっても気に

しない子「こういうの好きで始めると止まらなく

なるんだよね」と隙間なく埋める子もおり、それ

ぞれの性格が出ました。 

ボランティア、職員、子どもと総出でペタペタ

とカラフルなマスキングテープで思い思いにスペ

ースを埋め、とても綺麗な夕焼けを出展すること

が出来ました。（作品は、本紙 5 ページに掲載し

ています！） 

最初は「いや、私は……」と言っていた子も完

成すると「見てください、ここ私が貼ったんです

けど可愛くないですか？」と指し始めました。 

その度に「あらホント、この模様の組み合わせ

とか素敵じゃん」なんて返したりするとお気に入

りのマスキングテープを指して「そうでしょ、こ

れとこれが好きなの」なんて嬉しそうにはにかむ

のです。 

他の子も完成品をちらりと見て「なんかこれす

ごいね。ここ私が貼ったんだよ。あ、知ってるか、

清住さんの目の前で貼ってたし、でもすごくな

い？」と言った子はなんだか満足気で、そんな顔

を嬉しく思いました。 

自分の好きな物を表現する、自分で見ていいな

と思う。それを他人に教える、そして表現したも

のを他人に見てもらう、表現を共有する。プロセ

スからして、かなり前向きなコミュニケーション

ですよね。これは『わたしのお気に入り』という

テーマにぴったり合った作品に仕上がったのでは

ないでしょうか？ 

いつも一人で絵を描き上げる私としては、自分

の絵が他人の色に染められ、それが誰かの表現の

場になり、満足してもらえる。というのはとても

新鮮な出来事で、物を作る力は、ポジティブな力

なのだと、今回改めて夕やけ荘のみんなに教えて

もらうことが出来ました。 

普段人から「センスないね」と言われたくない

気持ちに蓋をされているだけで、みんな本当は自

分を表現したい心が体の内側のどこかにあるのか

もしれません。       （職員 清住 美朝） 

夕やけ荘便り Part.34 
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不要不急なものが積み重なって 

 夏の疲労回復と銘打って、食欲の秋計画をさっ

そく立てている私。妄想の中では、焼き立ての秋

刀魚とつやつやの新米が並び、傍らには味わいま

ろやかになった秋の日本酒（ひやおろし）が注が

れた徳利がしっかりと見えています（お酒を買う

ための小遣い貯金も準備万端！）。 

 とびらのお庭では初夏に植えて、酷暑の時期に

紫蘇ジュースとして皆の癒しとして大活躍した赤

紫蘇が一線を退き、冬の間はしょんぼりしていた

アロエベラも大復活。柿の実も青くまん丸に実っ

ており、色づきが待ち遠しい。今年も甘くてみん

なで楽しめますように。 

 未だに先行き不透明な日々が続いておりますが、

多くのご寄附を頂きました。 

 真如苑助成事業にて居室６室のエアコンを入れ

替えました。酷暑の中、換気をしても快適に在宅

ワーク・学習をすることができました。 

 進学・就活はコロナ過においても待ったなし。

戸田壽一・成郎育英財団からはスーツ購入費用の

助成をいただきました。スーツ店にて選ぶ経験も

初体験な利用者もおり、貴重な時間となりました。 

 目標に向けて歩み続ける入居者にとって『食』

は大切な時間です。多くのご寄付により、日常の

中にも『非日常』を提供することができました。 

★土用の丑の日にいつも以上にどどーん！と迫力

のある鰻丼 

★「コロナ禍においても子どもたちが楽しむ機会

を」と、入居者と好きなレクリエーションを選ぶ

機会のご提案をいただきましたが、緊急事態宣言

によりレクリエーションは見送りとなり、各自好

きなネタを選んでの海鮮丼＆寿司 

★食卓に彩りと甘い香りが加わる季節のフルーツ

（スイカ＆梨） 

 特別な食事は身体のみならず心もほぐしてくれ

るようで、青年の表情から子どもらしさが垣間見

える瞬間でもあります。自立に向けて歩みを重ね

ている彼らですが、年齢は 10 代後半。親を頼る

ことが難しい彼らは、将来に向けた就労経験や貯

金などの積み重ねを意識せざるを得ません。それ

自体は目を背けられない現実。でも、私の過ごし

た 10 代後半は「今」「目の前のこと」だけを全力

で生きることが出来る時間でした。友人との何気

ない会話や外出、部活やバイトでの成功・失敗、

クラスメイトと苦楽を共にして達成する学校行事。

あの頃の『不要不急なもの』が積み重なって今の

自分があるように感じています。 

 新型コロナ感染防止対策の実施や入居者への説

明の重要性については、とびらの家職員全員が共

通理解をしています。その上で 10 代後半の貴重

な時間をどのように保障できるかということとの

葛藤を常に抱えています。答えは簡単に見つかる

ものではありません。 

 先日、ある高校生の入居者が学校の文化祭を終

えて帰宅。緊急事態宣言の発令や延長が繰り返さ

れ、開催されるか不透明な状況の中、彼はクラス

メイトを率先して準備に取り組みました。結果的

にリモート＆在校生のみ現地参加という形での開

催でしたが、やり切って帰宅した彼の表情はこれ

まで見たことのない程のキラキラ。クラスメイト

の様子も動画で見せてもらいましたが、キラキラ

が溢れていました。私、ちょっとだけ泣いてしま

いました（笑）。我慢はしながらも諦めることなく

準備を積み重ねた若者たちの表情は心を温かくし

てくれました。 

 前述の通り、コロナ禍の過ごし方についての答

えは簡単には見つかりません。「今」を生きること

を諦めない若者たちの笑顔がひとつでも増え、明

るい未来に繋がるために、入居者のかけがえのな

い人生の一部を共有する者として我々職員も思考

を止めずに向き合っていきたいと思います。 

 

 コロナ禍は退居者にも大きな影響を与えていま

す。シフトに入れない、再就職が難しいことによ

る生活困窮。人とのつながりが減ったことによる、

心理的不安や孤独感。（一社）生活クラブ福祉事業

基金による新型コロナ感染拡大下の緊急助成など

による退居者向け助成を複数いただき、食料や日

用品の仕送り、公的制度ではカバーできない各種

料金の補助などに活用させていただいております。

ご寄付や助成金をいただきました全ての方々をご

紹介できずお詫び申し上げます。また全ての皆さ

ま方に心より感謝申し上げます。 

 コロナ感染防止対策として窓を開けっ放しにし

ているおかげで、これまで以上に秋を感じること

ができている気が。小さな幸せに今日も感謝。          

（チーフ職員 佐藤 弘樹）） 

とびらの家通信 Part.38 
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金烏玉兎に思いをはせる 

虫すだく宵の口、とびらの家を訪ねるとチーフ

の佐藤氏がおられた。あの日あの時この場所にい

たあの子もこの子ももう 30 歳ですよと笑う氏。

氏は 13 年目とのこと。氏とボーイズは同期です

から氏が 13 年ならこちらも 13 年。ぼやぼやして

いると紫雲がたなびきそうな体感速度です。桶狭

間から本能寺までが 22 年。小田原で 30 年、関ヶ

原が 40 年、元和偃武まで 55 年。それを思えば

13 年は序盤で、今更ながら生涯現役の家康には脱

帽です。 

カリヨン職員の平均年齢は武田勝頼超えの 40

歳、四十五十は青二才らしいのでまだまだ修行は

終わらぬ、ボーイズオープン時に上司から、六十

までは勉強よ、と送辞に言われたのを思い出しな

がら、貧富の差から竜巻が生まれる八百八町の街

角を、三多摩の肥沃な夜空を、利用者さんの忘れ

物やいろんなものを抱えて駆け巡る。 

3 密回避のためバスや電車は控えたいがペーパ

ードライバーなので仕方ない。数年前、長谷場夏

雄先生に車の運転をさせてしまった恥ずかしい思

い出がよみがえります。助手席でうかがったお話

は現在の児童福祉への提言のほかは、職員は公

休・月給をちゃんともらえているかのお尋ねのみ。

回顧譚がなかったのが強烈でした。当時 84 歳の

長谷場先生はある講演依頼をご快諾なさる際、先

生の年齢や体調を心配して恐縮する依頼者におっ

しゃった、「なんでもやるよ、生きてりゃね。」自

分は一生言えそうにない言葉なので覚えています。

1950 年代、戦災孤児向けに日本最初の自立援助

ホームを作った、すべての自立援助ホームのパー

ドレ、長谷場夏雄さんは昨年 10 月に 91 歳で逝去

されました。ご冥福をお祈りするとともに思い出

を記させていただきました。 

金烏玉兎は怱々と、ボーイズでは今日も利用者

さんと職員が暮らしています。 

「俺は学校もやめちゃったし、住む家もないし、

俺には一体何があるんでしょうね！？」 

「将来があるでしょう。」 

気持ちが爆炸して粗暴にふるまってしまった利

用者さんが「寝ます。」と言って居室に引き取った

翌日の、太陽以外何も動かない 1 日。 

「♪なんたら～かんたら～」 

「それは、♪ガンダァ～ラ？」 

「正解！ 第 2 問、♪ヨーシコさ～ん！(ダミ声)」 

「それは『ヨシ子さん』！」 

「せいかい～！」 

キャンパスノート 2 冊分の交換日記。利用者さ

んが主筆・取材・挿絵の『日刊ボーイズ新聞』。忙

し過ぎてやがて週刊。ボーイズ正倉院に収められ

る数々の知られざる傑作。 

「1 粒のお米には 4 人の神様が住んでるんですよ、

知ってますか？」 

おせち料理を食べたことがないという利用者さ

んのためにおとなたちが姸を競うてこしらえる金

襴緞子の重箱。 

星よりひそかにまたたく赤色灯、こんな時に限

ってジッパーが壊れる、受診券とおくすり手帳の

保管袋。 

控え室のソファに座りこけて、めでたしめでた

しで終わってくれよと誰かに祈っている、終了予

定時刻を大幅に超過している面談、裁判、病院で

の、利用者さんの出待ち。 

「ここに来てから 1回もダルいと思ったことない

し。生きようと思った。学校の先生は命の恩人で

す、早く働いて食事をおごりたいです。」 

2 年に及ぶコロナ禍は社会の髄まで染み込んで

入居相談は絶えることがありません。ボーイズも

満室の期間が増えました。ボーイズの利用者さん

は虐待から自発的に脱出してきた高齢児がほとん

どですが、児相やほかの子どもの施設にはコロナ

禍がなければ来なかったであろう相談が数多く寄

せられているそうです。逼迫したご家庭について

の報道、DV 増加も注意喚起されて久しいです。 

国やさまざまな自治体、企業、団体、個人の皆

様からの懇篤なサポートを賜り、わたくしどもは

何とか無事に過ごせています。OBOG にも支援の

手が差し伸べられています。 

ご支援いただいております皆様に心から感謝申

し上げます。向寒の折、どうぞくれぐれも大切に

お過ごし下さい。      （ホーム長 平野 梓） 

子どもの家ボーイズから 
Part.25 
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彼女のエプロン 

2021 年夏。もはや“日常”となった“緊急事態”

の閉塞感のせいか、雨ばかりの天気のせいか、人

生で最も夏を感じられない夏でした。その不完全

燃焼感と言ったらありません。半ば麻痺した頭で

感染者数のニュースに飽きながら、「いつになった

らまた海外行けるんだか」とボヤいていたところ、

入居児の「修学旅行がなくなるやも～」との話を

聞いて、ハッとしました。北海道のボロ宿でお湯

が出ず、「気合だー！」と叫びながら友人らと水を

浴びた、かけがえのない思い出。それが叶わない

なんて、大げさでなく青春を奪われる時代です。

森羅万象すべて教訓なんて言うけれど、これにつ

いては一刻もはやい終息を祈らずにはいられませ

ん。 

 

とは言え、そんな時代でも日々貪欲に「楽しい」

を追求するホームの子どもたちから、たくさんの

刺激をもらう毎日です。最近はお菓子作りを見守

り(ないし見学)する機会があり、その奥深さを知

りました。ある日、ギンガムチェックのエプロン

が似合いそうな A 美さん(仮名)が、豆乳プリンを

作りたいとリクエスト。センスよりシフト都合で

助手に抜擢された私。グラニュー糖がないかわり

に上白糖を使おうと安易に提案し調理に入ると、

熱したそれが次第にマグマのように煮えくり返り、

プリンのカラメルとしてあるべき姿からかけ離れ

てゆく……パニックになるおとなと、それを見て

そっと交代を申し出る優しい 10 代女子。一見同

じに見える白い砂糖にもそれぞれに個性があるこ

とを知り、お菓子は買おうと決意を新たにした日

でした。(ちな

みにこの後ボ

ランティアス

タッフさんの

協力を得てプ

リンは大成功

でした！ 完

成品は左写真) 

また別の日には、アイスボックスクッキーを焼

いて振る舞ってくれた B 希さん(仮名)もいました。

オーガニックコットンのエプロンが似合いそうな

彼女が、紅茶の茶葉を練り込んだクッキーは本当

においしくて、この先紅茶クッキーを見るたび私

は彼女を思い出すでしょう……元気ですかー！ 

料理というのは面白くて、つくづくその人の性

格が現れるなと思います。ボウルに牛乳を注ぐ単

純なプロセスだけで、計量カップで計るのか、少

しずつ加えるのか、それを迷うのか迷わず突き進

むのか、人によって様々な方法や選択があるよう。

「ふむふむ、あなたはそうするのね」と内心興味

深く子どもの作業を見守ります。しかし、そこで

はたと気づくのです、日常のあらゆる場面におい

て、こちらも見られているということに（！）取

り繕ってもすぐにバレてしまうので、“デキるおと

な演出”は諦めているものの、ならば苦手なりに手

間をかけられているか、気持ちを注いで向き合え

ているかについては、都度自問自答せねばと思う

ところです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子どもたちの胃袋を掴むなんて目標は到底立て

られないけれど、私にとって豆乳プリンや紅茶ク

ッキーが少しだけ特別なものになったように、無

意識でもほっこりする時間を共有できたら……。

他人と暮らすシェルターの生活、何かしらの決意

をもってやってきた彼女たちが、赤の他人である

私たちから、手料理の温かみのような、何かしら

の熱量を感じてエナジーチャージしてくれたらと

願います。         （職員 大野 樹綿） 

子どもの家ガールズとともに 
Part.40 

こちらはまた別の機会

に、子どもがボランティ

アスタッフさんの協力を

得てつくったフルーツタ

ルトです。すてきです！ 
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東京弁護士会主催「もがれた翼」は、カリヨン

子どもセンターの設立のきっかけともなった子ど

もの人権をテーマとした演劇シリーズです。毎年

さまざまな子どもの人権に関する実際の出来事を

題材にして、子どもたちと弁護士、演劇スタッフ、

ボランティアスタッフによってお芝居をつくって

きました。カリヨン子どもセンターの活動も、設

立時以降もたびたび取り上げられ、またカリヨン

も企画に協力してまいりました。 

2020 年度は新型コロナウイルスの感染拡大防

止の観点から公演中止となり、今年度も劇場でお

客様をいれる上演は見送られることとなりました。 

それでも、子ども、若者が直面している社会課

題は待った無しであることを伝えたく、無観客で

の、映像収録を想定した新作「もがれた翼 Part.27

『エピローグから始まる物語』」が制作されました。 

今作は、3 年前に制作され自立援助ホームの活

動を描いた「もがれた翼 Part.25『パッチワーク』」

の続編として、自立援助ホームなどの社会的養護

を巣立ったあとの若者たち（ケアリーバー）が、

自立した後に直面している困難な現実を描いた物

語です。貧困、精神不調、望まない妊娠、家族と

の葛藤など、若者たちが潜在的に抱える課題に、

コロナ禍が追い打ちをかけています。出身施設の

ケアリーバー支

援や、アフター

ケア事業などの

制度があっても、

そこに相談する

ことを躊躇う若

者たちの複雑な

思いもありました。 

公演映像は 2021年 10月中旬ころ～12月末ま

で Youtube にて配信予定です。 

URL などの詳細は下記及び右記の 

東京弁護士会ホームページ（もが 

れた翼特設）をご覧ください。 

 

編集後記 

４度目の緊急事態宣言が続き、薄氷を踏む思いの施設運営が続いています。みなさまには如何お過ご

しでしょうか。News Carillon49 号をお届けします。今号ではカリヨン子どもセンターの大切な事業の

ひとつである「カリヨンハウス」が企画した「カリヨンハウス写真展・作品展『My Favorite Things わ

たしのお気に入り』」を中心にお伝え致します。子どもたちの瑞々しい感性による作品の数々、これら

の絵画や写真からは子どもたちの心象風景がストレートに伝わってきます。私たちの想像をはるかに超

える困難に翻弄されながらもカリヨンという寄る辺を得て成長し続ける子どもたちに心からエールを

送りたいと思います。おかげさまでカリヨン子どもセンターでは感染者を出さずにここまで来ることが

出来ました。これもひとえに皆さまのご支援の賜物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） 

News Carillon No.49 

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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https://carillon-cc.or.jp/ 

2021 年 9 月 28 日発行（無断転載はご遠慮ください） 

『エピローグから始まる物語』舞台の様子 

https://www.toben.or.jp/know/iinkai/children/ 
tsubasa/part279.html 
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