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明けましておめでとうございます 

 

 

 皆様、どんなお正月を過ごされましたか？ 

 私の実家では、1日に近所の氏神様、2日に奈良県桜井市にある大神(おおみわ)神社に初詣に出

かけます(2 回目のお参りも初詣?!)。大神神社は家から車で 1 時間半はかかるので、渋滞を避け

るため早朝に起こされ、半分眠ったまま家を出た記憶が残っています。大きくなってからは両親

と初詣に出かけることもなくなっていましたが、同居を始めたこともあり 3年ほど前から私もお

参りを再開(?) するようになりました。両親は結婚してから大神神社にお参りし始めたそうで、

今年52回連続のお参りだそうです。健康に感謝! のお正月となりました。 

 皆様にとって、素晴らしい1年となりますよう心よりお祈り申し上げます。 

 

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 

 

第 40回理事会＆忘年会の報告 

 

2018年12月17日、第40回APIS理事会を開催しました。40回です！すごいと思いませんか？

皆さんのご支援・ご尽力に感謝しつつ、ここまで続けていることが誇らしく思えました。 

 NPO設立当初は CAP プログラムを小学校などへ届ける活動が中心でしたが、少しずつ他グルー

プからの依頼を受けて講師としていく活動が中心になってきています。そこで、啓発事業の分類

を次のようにしました。 

「自主事業」(APISが主催するCAP、子育ち支援、居場所作り、タッピングタッチなど) 

「依頼事業」(他グループなどから受ける講師やCAPのヘルプなど) 

「協働事業」(他グループなどと一緒に実施する「生きている図書館」などの取り組みなど) 

 事業報告などの審議の後は、近況報告や監事の角崎弁護士との情報交換ができ有益な時間とな

りました。 

 そして、理事会から3日後の12月20日には忘年会を開催しました。ラ・スール大阪の中国料

理レストラン「彩雲」で、ゆったりとおいしいお料理とおしゃべりを楽しみました。 

 私自身はなかなか日中の活動ができないので、実働してくれているメンバーと久しぶりに顔を

合わせ、メンバーやそれぞれの家族の近況を語り合いました。が、話は尽きず、カフェに場所を

移し、おしゃべりを続けました(笑)。 

(Y.K) 

 

 

 

 

https://blog-imgs-123.fc2.com/o/s/a/osakapis/IMG_4366.jpg
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ＡＰＩＳ 主催  わいわいトーク 

「羊毛フェルトでチクチク」 

～ふあ、ふあ、もこもこのちっちゃな存在感が可愛い少し幸せな気持ちになる～ 

2018年11月14日(水)10:00〜12:00 

西区民センター 

 

今回の参加者の皆様は、人生経験豊かな方が集まって下さいました。 

会場の机の上に置かれている羊毛の束が朝日に照らされ、キラキラ光ってあざやかな色の羊毛

がまるでインスタ映えする綿菓子の様です。その羊毛を幅５㎝長さ１０㎝くらいに切り、掌の上

でまあーるく形を整え、そのまあーるい物体を先の曲がった長い針でつついて石けん水をかけ、

又つついて石けん水をかけ、なん度も繰り返してビー玉の様に硬くまあーるくなれば出来上が

り。いろんな色の羊毛フェルトのビー玉で、自分だけのアクセサリーを作ります。 

「このイヤリング、今のセーターに合う」「マフラー留めにこのブローチ丁度いいね」「自転車

の鍵にこのストラップ付けるわ」などなど、皆様童心にかえり笑顔です。 

いいなあ！ こんな小さな喜びを継続することが幸せな人生を送る秘訣かな？ 

歳を重ねても人生を重ねても、心地いい喜びを感じ取れる柔らかい心でいたい、ふあ、ふあ、

もこもこの。 

（S.T) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参加者募集！】 わいわいトーク 

「デジカメカバーを作ろう」〔参加費+材料費＝700円〕 

3月13日（水）10:00～12:00 西区民センター 

 
みんなで、あれやこれやと話すと自分だけじゃないってホッとするかも・・・ 

そんなスペースをご用意しました。 

簡単にできる雑貨を作りながら、おしゃべりしませんか？ 

問い合わせ、申し込みは事務所までメール又は月・金の10:30～16:00にお電話ください。 

 

https://blog-imgs-123.fc2.com/o/s/a/osakapis/IMG_1264_convert_20181114132256.jpg
https://blog-imgs-123.fc2.com/o/s/a/osakapis/IMG_1263_convert_20181114132415.jpg
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「女性に対する暴力を無くす運動」啓発ポスター顛末 

 

APISの事務所には例年 11月 12日～25 日の「女性に対する暴力を無くす運動」期間にあわせ

てポスターが届きます。ここ何年かは漫画家西原理恵子さんによる女性への語り掛けが描かれて

いました。例えば、昨年のポスターには 

『それ、本当に大丈夫？』 

『気づいていますか？このような暴力からはひとりでは抜け出せません。』 

『ひとりでは悩まずまずは相談！』 

という言葉が書かれています。 

今年のポスターは随分雰囲気が違っていました。西原さんのイラストではなくなり男性俳優の

写真が大きく載っています。語り掛ける対象が男性に変わっているようでした。 

『今日の服かわいいね。俺、好みだな。』（ウインク顔の写真） 

『痩せてきれいになったんじゃない？』（笑顔の写真） 

に対して写真のインパクトに比べてなんとも存在感がない、細身の若い女性 

『関係ないでしょ！』（腕組） 

『そういうとこだけ見ているんですね・・・』（顎に人差し指） 

と憤慨した女性と困惑している女性（写真のインパクトに比べてなんとも存在感がない、細身の

若い女性）のイラストが描かれています。 

『これもセクハラ？』（大きな困惑顔の胸から上の写真）に『セクハラを決めるのは、あなたで

はない！』と囲みの言葉。 

『相手や周囲に配慮した言動を！』には人差し指を立ててポイントを示す写真が並んでいます。 

意図を理解しようとはしますが、そのまま事務所に貼っておくことは出来ないとの意見が出ま

した。 

ネクタイ姿の写真からは男性側の本音が聞こえてくるようで、なんともいやな気持になる人もい

ました。 

 

そこで、セクハラ発言の上には｢バッテン｣を、大きな困惑顔の上には「STOP」と書き加えてち

ょっとだけ落ち着きました。 

そのままが受け入れられなかった理由は 

・加害者を出すか！ 

・古い！20年前や 

・大きな男の顔を出す必要があるのか 

・このくらいいいんちがうと薄めてきている 

・お前もか！ 

・加害者が被害者づらしているのか 

・送り先が違う（商工会議所を通じて各企業に送って） 

と少々言葉使いが乱暴になりますが、発言のママ書きました。 

修正したポスターを送り返してはという意見もありましたが、実行されないまま、いつしか外

され、東京都人権啓発センターの「いま考えよう、人権のこと。」ポスターに取って代わられまし

た。 

（のぶどう） 



                               NPO 法人暴力防止情報スペース･APIS 5 

 

体罰をみんなで考えるネットワーク ～夏のつどい～参加報告 

「非行の背景にあるもの…臨床の現場から見た「体罰」と虐待」 

2018年7月22日(日)14:00～17:00 

龍谷大学大阪梅田キャンパス 

 

今回は、京都少年鑑別所で、日々、子どもたちに接しておられる定本ゆきこさんのお話しを聞

きました。 

まず、定本さんの言葉でとても印象に残ったものは、最初から悪い子どもはいないという言葉

です。 

鑑別所で出会う子どもたちの、これまでの生活や体験を聞くと、あなたがそうなってしまった

のもそんなに辛い体験があったからなのだねと感じるというお話は、胸が痛くなりました。 

同時に、少年鑑別所とは、そういった子どもたちが真っ当な大人に出会う最後の場所と考えて

日々子どもたちに接しておられると聞き、定本さんの静かな決意を感じました。 

 

非行の背景にあるものとしては虐待があげられ、その影響は子どもがライフサイクルの発達課

題を乗り越えることを阻害していきます。 

また、非行のリスク因子の中に、男子であることを挙げられました。９対１で女子よりはるか

に多いそうです。 

子どもが思春期に向かう中で、心が敏感になり様々に揺れ動くなか、適切な愛情を受けて育っ

ていても不安定な子どもの状態が、ましてや体罰や虐待を受けていたらどうなるかは想像に難く

ないでしょう。 

 

私たち大人は、思春期の子どもが大人や社会への依存と反発に揺れる子どもをしっかりと受け

とめる必要があります。 

ただ、言うは易し行うは難しで、私たち大人も人間ですから、心の底から子どもに対してムカ

ムカすることもあるでしょう。しかし、そこでグッと踏み止まり、子どもの言葉にしっかりと耳

を傾けることを忘れないようにすることを改めて心に留めました。 

 

発達障害も非行のリスク因子に挙げられますが、育てにくい子・分かりにくい子であることが

不適切な養育を受けることにつながり、さらに周囲の否定的な評価叱責が負のループにつながり、

子どもの低い自己評価を生むというお話は、職場でそういう特性を持つ子どもと接している私に

とっても気をつけておかねばならない事柄だと痛感しました。 

 

今回定本さんのお話を聞いて、子どもを取り巻く環境は非常に厳しいものがある一方で、社会

の中で定本さんのように子どもを正しく理解しようと日々奮闘されている大人もたくさんいると

いうことは私に勇気を与えてくれます。私も小さな力ですが、その一端を担えればと考えた夏の

つどいでした。      

（M G） 
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大阪府保険医協会主催    

｢傷ついた脳とこころ 

子どもたちの健やかな育ちのためにできること｣ 講演会参加報告 

2018年10月13日(土)15:00～17:00 

保険医協会 M＆Dホール 

 

脳研究に取り組む小児精神科医である友田明美氏の講演会に行ってきました。  

 

虐待が、心理面だけでなく脳に影響があることが最近話題になっています。虐待だけでなく子

どもへの不適切な扱い・関わりも子どもの脳に影響を及ぼす事をこの講演で詳しく学びました。 

 

子どもへの不適切な扱い・関わりをマルトリートメントと言います。その行為が軽かろうが弱

かろうが、子どもの為だと思ってした行為であろうがなかろうが、傷つける意思があろうがなか

ろうが、子どもが傷つく行為は全てマルトリートメントです。マルトリートメントの内容（種類）

によって、脳の変形する場所が違います。厳しい体罰で脳の前頭前野、暴言で聴覚野、性的虐待

で視覚野、強いストレスで扁桃体が萎縮・変形を起こすのです。 

 

子どもの脳には急成長を遂げる感受性期があり、この期間などに過度なマルトリートメントを

受けると通常の発達過程には見られない適応を始めその領域が変形し、働きが変わってしまうの

です。それにより意欲・喜び・ご褒美に対する脳活動が弱くなったり、認知障害＝IQ低下など様々

な症状を呈します。マルトリートメントは脳に深い傷を残し、こころの発達をも妨げます。 

また身体的な暴力の方が影響大と考えがちですが、暴言・怒声の方が影響が強く、トラウマ反

応が最も重篤なのは DV目撃（面前 DV）＋暴言による虐待という研究結果もあります。大人にな

ってもうつ、アルコール・薬物依存症、PTSD、総合失調症、人格障害を引き起こしやすくなりま

す。 

 

では、変形した脳は回復できないのでしょうか？ 

いいえ、最近の脳科学研究では脳の再生、回復の可能性が指摘されています。色々な治療やケ

アがあります。決して容易なことではありませんが、治療を通して“外傷後成長“を促すことが

出来ます。 

 

まずは何よりもマルトリートメントから脱却し、健やかに子どもが育つ事を保護者だけの問題

ではなく、社会全体の問題として考えていくことが大切だと思いました。 

（たくわん） 

 

 

 

 

 

 

 

 



                               NPO 法人暴力防止情報スペース･APIS 7 

映画の紹介 

『日日是好日』 

 

監督・脚本 大森立嗣 

原作  森下典子 

 

 

気になる映画があっても何となく見過ごしてしまうことが多い私が、この映画は「どうしても

見に行きたい」と思いました。理由は映画「あん」や骨董品を巡るテレビ番組に出演されていた

樹木希林さんが出ているから。樹木さんの生前語っていた言葉が何だか印象に残っていたから。 

 

あらすじは、ある女子大生が母の勧めでお茶を習うことになり、それから２４年間のお話。 

就職の挫折、失恋、父との別れ。いつも側にはお茶があり、五感を使って全身でその瞬間を味

わい、やがて「日日是好日」という言葉をかみしめて、かけがえのない「今」を生きていく。そ

んな時間が静かに流れていく映画でした。 

 

映画を観て、私は自分の大学時代を思い出しました。高校の恩師のすすめで私も京都で茶道の

稽古をはじめました。本当に決まりごとが多くて、お茶の飲み方、お菓子の食べ方、道具の扱い

方など一通りのことを身に着けるまでは大変でした。でも、そのことに慣れてしまうと映画にあ

るように、朝の空気の冷たさや庭の鳥の鳴き声、同じようにお手前しても毎回お茶の味の違うこ

となどに気がついて、それを楽しんでいる自分にある時気がつきました。それからは本当にお稽

古が好きになり、朝一番に稽古場に入って静かな時間をすごし、学校へ行く。日常生活にお稽古

がとけ込んでいました。就職してからもお稽古を辞めることなく、週末は京都に通いました。日

頃のストレスから開放される時間・空間となり、半日お稽古場に座っていました。でも、突然そ

の生活が終わりました。先生が急に亡くなられたのです。本当に悲しかった。そんな若い頃の私

を思い出させてくれる映画でした。そして、都会暮らししていると何かしらの雑音が耳に入り心

がザワザワする時があるのですが、そんなひと時を忘れさせてくれる「音」に耳を傾けさせてく

れる映画でもありました。 

 

他のお稽古場に通い、結婚を機に辞めてしまいましたが、今でも私の中には抹茶を飲む習慣が

残っています。子ども達と一緒に、友人と一緒にお抹茶をたてた時、ふとお稽古していた自分を

思い出すことがあります。本当に静かだった時の流れを思い出します。そして満たされていた自

分の姿も同時に頭に浮かんできます。何だかそんな思い出って大切だなあと思うこの頃です。そ

んな大切な思い出を呼び起こしてくれる映画でした。 

生きている限り、色々な人と出会い、色々な時間を過ごすことでしょう。うれしいことも悲し

いこともあるのでしょう。どんな時でも、心をこめて過ごしていきたい、そんな思いになった映

画でした。 

（マーガレット） 
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APIS の活動記録  

２０１８年１０月～１２月 
 

 
１０月  

1日（月） 第39回理事会 
２日（火） ゆるゆるトーク 羊毛フェルトでちくちく! 
３日（水） 都島区社会福祉協議会 ボランティア・アドバイザー連絡会 

13日（土） プチ講座 PC講座 
14日（日） 体罰をみんなで考えるネットワーク 秋の集い 
15日（月） ゆるゆるトーク 羊毛フェルトでちくちく！ 
15日（月） 電話相談ミーティング 
18日（木） 定例ミーティング 
18日（木） ニュースレター発行 
23日（火） きらりS 古民家見学 
27日（土） タッピングタッチ基礎講座A 

 
 

１１月 
5日（月） CAPヘルプ 
7日（水） 都島区社会福祉協議会 ボランティア・アドバイザー連絡会 

14日（水） わいわいトーク 
15日（木） 定例ミーティング 
15日（木） 電話相談スーパーバイズ 
17日（土） プチ講座 PC講座 
20日（火） HPミーティング 
24日（土） タッピングタッチ 
30日（金） 大阪府人権擁護士連絡会 

 
 

１２月 
4日（火） ゆるゆるトーク 
5日（水） 都島区社会福祉協議会 ボランティア・アドバイザー連絡会 

11日（火） 講師派遣 「子どもの虐待」 
17日（月） 電話相談ミーティング 

            第40回理事会 
      20日（木）定例ミーティング・ランチ望年会 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

編集・発行 
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〒534-002３大阪市都島区都島南通 2-４-21 

TEL:06-6924-5551 

FAX:06-6924-5556 

 

編集後記  

冬休みはコタツで刺しゅう

ばかりしていました。今年

は刺しゅうがメインの年に

なりそうです。（H N） 


