
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
（撮影 野中ひとみ） 

 

◆巻頭言 春休みアートの旅東京編「ソフィカル限局性激痛」 

◆APIS主催 「わいわいトーク 100回を記念して」 

◆講師派遣 「ワークショップで学ぶ子どもの虐待」 

◆講師派遣 「介護職員人権研修」 

◆CAPスペシャリスト資格更新のためのトークタイム研修 

「小学生プログラム・子どもワークショップのロールプレイ確認講座」 

◆体罰をみんなで考えるネットワーク ～冬のつどい～参加報告 

「たたかない、怒鳴らない、ポジティブな子どもとの向き合い方の方法」 

◆APISの活動記録 2019年1月～3月 
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「ソフィ カル 限局性激痛」原美術館 ～春休みアートの旅東京編～ 

 

 美術手帖に紹介されていたのを読み（春休みに絶対観に行こう）と決めたのは、ソフィ カルがど

のようにして人生最大の苦しみから解放されたのか知りたかったから。 

 

 「限局性激痛」とは、医学用語で身体部位を襲う限局性（狭い範囲）の鋭い痛みや苦しみを意味

し、カル自身の失恋体験による痛みとその治療を、写真と文章で作品化されたもの。人生最悪の日ま

での出来事を最愛の人への手紙や写真で綴った第一部と、その不幸話を他人に語り、代わりに相手の

最も辛い体験を聞くことで、自身の傷を少しずつ癒していく様子を、美しい写真と刺繍で綴った第二

部で構成されていた。 

 

 鑑賞を進めるうち、カルの極めて個人的な出来事に私はまんまと付き合わされていることに気が付

いた。そして、付き合うどころか、自分に起きた最悪な出来事を思い出し、展示に参加しているかの

ような錯覚が生まれていた。 

 一話ごとに布に文字が刺繍されたカルの失恋話と他人の不幸話は、かわるがわる写真と共に並べら

れていた。他人の不幸話の痛さは私の中でどんどんと増し、しんどくなった。縫い付けられた一文字

一文字に、怨念のようなものを感じた。 

 

 一方カルは、相手を変えて何度も同じ話をし、徹底的に苦しみを反復することで言葉の表現は軽く

なっていき、刺繍された文字の色は一話ごとに布地の色に近くなり見えづらくなっていった。 

  

 他人の不幸話を聞いて自分の方がましという繰り返しで傷が癒えるのでなく、人に話すことを反復

することで癒えていくという展示の組み立てが成功していて、救われた。これはとても大事な部分

だ。 

 

 カルに不幸話をした人々は、その後また誰かに同じ話をしただろうか。 

 そして、私は自分に起きた最悪の出来事をいつか誰かに話すのだろうか。 

話さないことで自分に罰を与えているような、忘れていられるような、そして、楽になってはいけ

ないような気持ちでいた。 

 

 楽になってはいけないと誰が決めたのだろう。 

 楽になりたかったから観に行ったのだな、私は。               （hitomint） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（原美術館 庭園のオブジェ） 



                               NPO 法人暴力防止情報スペース･APIS 3 

ＡＰＩＳ主催  「わいわいトーク １００回を記念して」 

 

 わいわいトークを始めた頃、こんなに続くとは想像もしていませんで

した。たくさんの皆さんに参加していただいて、ここまで継続すること

が出来ています。本当にうれしい限りです。 

この13年の間に女性のライフスタイルはとても変化しました。当初は

まだまだ専業主婦の参加が多かったのですが、最近では働き続ける女性

が増えました。子育て中の親はもちろん、孫育てのじじ・ばばの参加者

が増えてきたのも最近の傾向です。 

 もともと、わいわいトークをはじめたきっかけは2つありました。 

2006年頃、多くの幼稚園でCAP（子どもへの暴力防止プログラム） 

ワークショップを行っていましたが、いつしか講演会が

終わってから個人の質問で列ができるようになってきま

した。 

その内容は「兄弟げんかどうしたら良いか」「おむつが

取れない」など普段どの家庭でも起こっている事でした。 

そういう事についてママ友と気軽に話せないのかなあ、

ひょっとしたら自分の弱み(？)を見せられないのかもしれないなあ、と 

思いました。幼稚園の枠を越えたグループの方が自分の本音を出しやすい

のでは・・・と思ったのが1つめのきっかけです。 

子どもの虐待が起こってしまった後のフォローは色々なところで 

行われていますが、虐待が起こる前の軽いイライラを持った親

へのフォローはなかなかないのが現状です。また、携帯電話やイ

ンターネットの普及でたくさんすぎる情報を親は手にしていま

すが、どれが正しい情報なのかと戸惑ったり不安を感じていま

す。親が日頃持っているイライラ感を子どもに直接ぶつけるの

ではなく、解消できる場所を作れないか、そして子育て中の仲間

と話す事で、スッキリしたり、自信を回復したり、他の人の話の

中から育児のヒントを得られるような場を提供できないか、

また「子育ての実体験をききたい」と多くの方が思っている

ことに対して何か提供できないか、と思ったのがもう 1 つ

のきっかけです。 

 

わいわいトークの特徴は4つ。 

①「目的のある集まりである＋体験型プログラム」を行っています。 

ただ集まるだけでなく、テーマを決めて話をします。現在地域で行わ

れている子育て支援は“場の提供”をして、後は参加者任せとしている

ところが多く、ママ友を作る場所にはなっています。 
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しかし「本当の悩み」に対して「その場で相談にのる」「一緒に考えこ

とにつながりにくいです。 

また、悩みがあってカウンセリングとなると予約などの手間もかかり

敷居も高く、その中間的な場所の提供として「わいわいトーク」を位置

づけています。 

また、先駆性として一方的に話を聞くだけでなく、自分の事を振り返

る時間を設けたり、よりよい子どもへの対応ができるようにロールプレ

イで練習する時間を設けています。ファシリテーターが参加者の意見を

引き出すことで、親の考える力を高め、自分の意見を言う訓練の時間に

もなっています。 

②「参加者が話したいテーマをその場で出せる時間を設けている事で、

今の悩みについてすぐに話ができます。」話したいテーマを出す事で、

色々な意見・考えがあることを知り、育児の選択肢・知識を深め広げる

事が出来ます。そして、お互いの考えを出し合うことで信頼関係を結ぶ

ことができています。そこに批判の意見はありません。 

例えば「虐待通告されて困った」といった、母親によっては恥ずかし

くて言えない経験が吐き出せる場になったこともあります。 

③「正しい知識をまとめて資料として提供しています。」 

④「この先、親子関係で何かがおこった時でも当団体では対応が可能

です。」 

APISには電話相談事業があります。ドメスティックバイオレンス・虐

待に関する知識を持ったメンバーが対応しています。 

 ライフスタイルが変わっても時代が流れても、子育てに関する悩みは

変わらないなあとつくづく実感しています。悩みを解消する場のひとつ

として、もうしばらく頑張ってみようと思います。   (マーガレット) 

 

 

 

 

講師派遣  

「ワークショップで学ぶ子どもの虐待」 
2019年2月4日 摂津市コミュニティプラザ 

2月12日 大阪法務局 

 

2カ所で子どもの虐待についての講師依頼を受け実施しました。どちらも対象者は人権擁護委

員です。 

数年前からワークショップ形式での講座を大阪法務局の研修で行っていましたが、その大阪法

務局と以前に参加した方が地域の研修会を主催するにあたって声をかけてくださいました。 

 

研究者や学者など専門家の話を聞いても身近な問題として対応するには壁があって、何からど

う始めたらいいのか戸惑いがあるという言葉に、長い間無いものとされ語ることを憚られて来た

虐待の課題を感じます。 
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参加者に「他人事ではなく、身近で起きるかもしれない事」として考えてもらうために様々な

工夫をしたプログラムを作り、実施しながら磨いています。 

90分から120分の時間で、気づきと振り返りと考えることを促し、クイズに答えるとかグル

ープワークで発言するなどの場面で自己表現を求める内容になっています。他の参加者の言葉を

聞くことで、視点の変化や価値観の広がりを実感してもらえるようで好評を得ています。 

どこかの気の毒な子どものことではなく、自分自身の育ちや子育て、家族の関係性が互いの人

権を尊重しているのかを考えることができたなら、身近

な問題としてとらえてもらえるようになると思います。 

虐待を防ぐための法律や制度は徐々に整えられ、体罰

によらない子育てが法律で求められるところまで来まし

た。 

そのことで意識が変わるにはしばらく時間がかかると

思います。 

粘り強く啓発活動を続け、子どもへの暴力を防いで、

未来の社会を明るくしていきたいと思っています。 
（のぶどう） 

 

 

講師派遣  

「介護職員人権研修」 

2019年1月26日 特別養護老人ホームかわち野里ながせ 

 

かわち野福祉会主催の介護職員初任者人権研修の講師に、APIS講師メンバー2人で行ってきま

した講座の前半では、介護職員になった時の「個人情報の扱い方」について、ワークショップを

通して理解を進めてもらいました。後半では、グループになって、「介護」について課題を与えて

考えてもらう時間も作りました。 

動機をしっかり持った熱心な参加者が多く、一生懸命に話を聞いてくださいました。 

 

下記のような感想を頂きました。 

・楽しく分かりやすく個人情報の大切さを改めて知ることができました。グループになって介護

の事を1人1人「介護って何か」を話し合って、自分が思った考え方と人それぞれ違った介護の

話し合いをして分かった事がたくさんありました。 

・今日の講座を受け感じたことは、相手の気持ちを尊重し接していく。その為にはコミュニケー

ションを取り日頃からの観察力をつけ、相手の要望に答える事が必要であると分かりました。・

「自分をまず大切にする」と言う事を学べて良かった。人に尽くす事は自己犠牲もやむを得ない

…と今まで考えていました。また、自己犠牲と思っているものも

相手にとっては「押しつけ」になりえるのだと知りました。 

・個人情報や人権・介護について等、ワークショップを体験し

ながら考える機会になったと思います。その中での“気づき”

がありました。人と関わる仕事はどうしても自己犠牲になりが

ちですよね。自分を大切にできない人が相手を大切にできな

い。その通りだと思いました。        （たくわん） 
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CAPセンター・JAPAN 主催 

CAPスペシャリスト資格更新のためのトークタイム研修 参加報告 

「小学生プログラム・子どもワークショップのロールプレイ確認講座」 
2019年2月17日 大阪市西区民センター 

 

APIS=おおさか CAP エコールのメンバーと近くのCAP グループのメ

ンバーが大阪市西区民センターに集まりました。おおさかCAPエコー

ルのメンバーの一言感想です。 

・ロールプレイ用の読み込み資料に驚いた！もっと早く欲しかった。 

どのCAPグループでも統一したロールプレイを子どもたちが観られ 

るといいなと思った。 

・CAP の肝はロールプレイだと思う。シンプルな劇で役割を演じているだけなのに、その最中に

こころが動くことがある。 

また、相手役から役割を果たしていないと指摘されることがあり、見た人からそんな人だった

っけ？と戸惑われることがある。 

今回の研修では細かな解説の元ロールプレイを再確認することになった。 

肝だけに、個々の受け止め方の違いが浮き上がってきて、さて、どうしましょうかね。 

・久しぶりにいろいろなグループの人と話せて面白かったです。こんな機会がたくさんあるとい

いですね！ 

・CAPの活動は現在休止状態で、シナリオもいつ以来開けたかわからないぐらいでロープレイの

時はシナリオ片手でなんとか記憶をたどりながらでした。しかし、自分の中の根底にあるもの

は変わっていなかったことを再認識し、今回の資格更新研修に参加させていただいて本当に良

かったです。また、当時、一緒に活動していた皆さんとお会いできて、とてもホッとし嬉しか

ったです。ありがとうございました。 

・小学生プログラムロールプレイのシナリオを読み込みの後、実習をしました。 

今まで自分の立ち位置をあまり気にしていませんでしたが、一歩近づく、一歩下がる、後ずさ

りしない、と細かいことまで学びました。このような研修をすることが大切だと思いました。 

・ワークの現場からしばらく遠ざかっていますが、久しぶりの研修で意義を再確認しました。 

懐かしいメンバーにお会い出来て、嬉しかったです。 

・私は、暴力防止情報スペース・APISに所属している。しかし、CAPワークに参加したことは数

回しかないという幽霊会員なのです。💦 

当日持参しなければならない冊子も見当たらず、借用しながら受けました。今、持っている

CAPスペシャリストの資格を更新するために参加しました。APISのメンバーとも、久しぶりの

再会ができました。 

・更新は3回目だったが、初めてCAP研修担当の方々のロールプレイを見る事ができた。ロール

プレイの意味合いについて、参加者との意見交換があり、さまざまな解釈と表現があることを

感じられたことは、私にとって大きな収穫だった。子どもたちを「人権」を持っている主体と

して、尊重すること。態度や言葉に留意しながら、対等で、双方向な交流ができるようにその

場をコントロールする。言うのは簡単だが、そんな自信は全く無い私。それでも今回の研修で

感じた事は、日常生活でも対人関係に応用できるのではないかと考えながら帰路についた。 
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・複数グループが集まってのロールプレイ研修は初体験でした。センターから改めてシナリオの

解釈を聞くことで、今までのロールプレイを再確認できました。また、他グループと微妙に解

釈が違っている点があることもわかりました。複数グループでこのような研修をすることが

CAP プログラムの質維持に大切だと思いました。 とにかく、久しぶりの小学生バージョンの

ロールプレイでした。 

・劇の動作の意味確認を再度勉強出来たのが、とても良かったです。 

表情が良く見えるように前を向いて、といった細かいところまで練習でき、見ている時と違っ

て実際やってみると難しい事にも気づきました。 

 

 

セーブ.ザ.チルドレン.ジャパン主催 

体罰をみんなで考えるネットワーク ～冬のつどい～参加報告 

「たたかない、怒鳴らない、ポジティブな子どもとの向き合い方の方法」 
2019年1月27日 龍谷大学梅田キャンパス 

 

子どもたちの権利について真剣に活動されている方たちを知るたびに、世の中捨てたもんじゃ

ないなぁという嬉しい気持ちでいっぱいになります。 

 

講座は、丁寧に子どもの権利の説明などをしてくださり、加えて班での話し合いをしながらワ

ークは進みました。CAPに関わっている私にとっては、今までに勉強した内容の復習にもなり、

また、一緒の班になった方達の考え方も聞く事が出来て大変有意義な時間になりました。 

なかでも私がハッとしたのは、子どもは30パーセントの理解でも「わかった？」と聞かれたら

「はーい」と返事をする時がある、という説明です。私も職場では日々子どもたちに指示を出し

ています。なるべくわかりやすい指示・説明をしようと心がけてはいますが、本当に子どもたち

の理解のスピードはまちまちです。何回言ったらわかるんやろう？とか、話を聞いてないなぁと

思うことばかりですが、冷静に考えると私自身もしっかり人の話を聞く事ができるようになった

のは、恥ずかしながら最近です。発達途中にある子どもたちに大人と同じレベルを求めても、そ

れは無理だなぁとしみじみ感じました。 

 

「簡潔に。具体的に。できれば肯定的に。」行動を伝える時の心がけです。加えて、手本を見せ

て何度でも子どもと練習すること。つまり、大人である私たちが、イライラすることなくこうい

う態度で子どもたちに落ち着いて接していけば、子どもたちとの信頼関係も自然と出来ていくの

でしょう。 

 

偶然にも、この講座の説明にも出てきた、体罰が与える負の影響を研究されている友田明美先

生のドキュメンタリーを職場の研修で見る機会がありました。虐待

や暴言で心に深い傷をおった子どもに対して、明るく話しかけ、何

かにつけてほめて自己肯定感を育もうとされている姿に涙が出まし

た。日々子どもたちと接していると、忙しさや慣れで、子どもたち

の心の動きが見えなくなっている気がします。積極的にこういった

講座で学ぶことで、忘れがちな事をあらためて心にとめていきたい

です。                       （M.G） 
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APIS の 活 動 記 録  

2019 年1 月～3 月 
 

 
１月  

８日（火） 大阪キワニスクラブ新年会出席 
９日（水） わいわいトーク「自分をみつめる」 

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（金） 講師派遣：大阪府看護協会 
12 日（土） タッピングタッチ基礎講座A 講師 
17 日（木） 定例ミーティング ニュースレター№74 発行 

      18 日（金） HP ミーティング 
19 日（土） プチ講座 PC 講座 
       CCJ 養成講座 グループ活動紹介 
21 日（月） CCJ H2O サンタNPO フェスティバルスタッフ協力 
26 日（土） 講師派遣：かわち野福祉会 
27 日（日） 体罰をみんなで考えるネットワーク 冬のつどい 
28 日（月） 主催事業次年度ミーティング 電話相談ミーティング 

 
２月 

4 日（月） 講師派遣：三島人権擁護委員協議会 
5 日（火） ゆるゆるトーク「振り返りとこれから」 
6 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 

12 日（火） 講師派遣：大阪法務局 
17 日（日） CAP スペシャリスト資格更新研修 
21 日（木） 定例ミーティング 電話相談スーパーバイズ 

      22 日（金） HP ミーティング 
            京田辺・古民家活用ミーティング 
      23 日（土） プチ講座 PC 講座・フェルトケース作り 

 
３月 

1 日（金） CAP 打ち合わせ：四天王寺夕陽丘保育園 
4 日（月） CAP ワークショップ：四天王寺夕陽丘保育園 
5 日（火） CAP ワークショップ：四天王寺夕陽丘保育園 
6 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 
7 日（木） 講師派遣打ち合わせ：茨木市 
8 日（金） おおさか相談フォーラム参加 
9 日（土） CAP ワークショップ：四天王寺夕陽丘保育園 

13 日（水） わいわいトーク「フェルトケース作り」 
16 日（土） プチ講座 PC 講座 
18 日（月） 講師派遣ミーティング：茨木市子育て支援総合センター 

 電話相談ミーティング 人権擁護士連絡 
      23 日（土） タッピングタッチ基礎講座A 
      25 日（月） 第4１回理事会 

28 日（木） 定例ミーティング 講師派遣ミーティング：茨木市子育て支援総合センター 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

編集・発行 

 

ＮＰＯ法人暴力防止情報スペース・ＡＰＩＳ 

〒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 二泊三日の東京の

旅から帰宅した翌日、頭の中

が凄くスッキリしているのを

感じ「リフレッシュってこう

いう感じなんだ！」と感動し

ました～。（hitomint） 


