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◆巻頭言 「徒然に思うこと」
◆APIS 活動報告 「APIS 電話相談員スーパーバイズに参加して」
◆講師派遣 講師派遣の資料「虐待防止の枠組み」
◆参加報告 「2019 年度相談事例検討会の報告」
◆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
◆ホームページをリニューアルしました
◆写真個展のお知らせ
◆APIS の活動記録 2019 年 7 月～9 月

「徒然に想うこと」

最近、孫をかわいがる娘を見て「娘がかわいいな」と感じている。自分が子どもを育てている
ときには愛情よりも責任感が大きかったのだが、責任から解放されると純粋に愛情を感じられる
ものだと感心している。その孫が、３か月始めで寝返り、４か月始めで重い頭を床につけ匍匐前
進するのを見てびっくりしていたが、ネットで同じく４か月始めで匍匐前進している赤ちゃんの
動画を発見した。
考えてみると３０年ほど前はネットも存在しておらず、少数が少数のまま出会わなかっただけ
なのだと気付いた。確かに、今は世界が広がったと感じる。ネットのおかげで、マイノリティー
は仲間と出会いやすくなった。しかし、個人で向き合うネットの世界は、ともすると門戸を全世
界に開いていることを忘れがちになる。
ＰＣ画面から世界に自分の姿をさらしながら、世界をのぞいていることを実感している人がど
れぐらいいるのだろう。自分は隠れていながらこそっと世界をのぞいているとしか感じていない
人が多くはないだろうか。便利だし利用価値が高いと思いながらもＰＣが嫌いだと感じる私は確
かに古い世代に入るのだろう。
でも、古い世代と言われたとしても、道具と共存するよりは道具を道具として使いこなす人間
でありたいと願う今の私は、どんなにバーチャルの世界が広がろうと、発展しようと、リアルな
現実の世界の方に価値を感じている。
(グランマ)
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APIS 活動紹介

ＡＰＩＳ電話相談員スーパーバイズに参加して
ＡＰＩＳでは、電話相談員のスキルアップを目的に、３ヶ月ごとにＮＰＯ法人 心のサポート・
ステーション 代表理事の宮本由起代先生をお招きして,スーパーバイズが行われています。
8 月は、オープンスーパーバイズとして APIS 事務所スタッフも参加しました。
◎今回のテーマはハイリー・センシティブ・パーソン（ＨＳＰ）
ハイリー・センシティブ・パーソン（ＨＳＰ）とは、エレイン・アーロン博士が「繊細」と称
される特性について研究を始めて 1996 年にこの特性を HSP と名付けました。繊細さは生まれつ
きの特性で、人口の２０％がＨＳＰに当てはまります。
ＨＳＰの特徴は・普通の人より周囲の状況に敏感。光、臭い、音などに敏感だったり、仕事が
多いと動揺しやすかったり、一人の時間が必要なタイプの人など…そして、処理の深さ・刺激過
多になりやすい・感情反応の強さと高い共感性・微妙なことへの敏感さも挙げられます。
一見ＨＳＰは内向的で繊細・内気・神経質と思われがちですが、外交的なＨＳＰもいます。Ｈ
ＳＰは良くも悪くも環境に影響を受けやすいのですが、良い適正な環境の中では周囲より優れた
能力を発揮しやすいです。
ＨＳＰの人には、一部感じやすく傷つき易い所もありますが、その場合は、自己肯定（悪いと
ころも含めて）を持ち、誰の問題か？を整理して考えると対処しやすくなるそうです。
よく観察するので環境変化に対応することに長けている場合もあります。観察力と処理の深さ
があるため、これで当たり前！と思うのではなく、当たり前に疑問を持ち、ほんまかいな？と深
く考えます。
日本は“和”を乱してはいけない風潮があり、多様性尊重がされにくいです。例えば「広げた
らあかん、閉じろ」となり、空気を読む＝権力を読んでしまいがちです。でもＨＳＰの人は「閉
じたらあかん、広げろ」となります。ＨＳＰの人がいることで社会は成長し、多様性を膨らませ
ます。社会の変化が大きい時こそ繊細さを持つＨＳＰの人が必要となります。
そして、人に限らずコバエ、鳥、魚、犬猫、馬、霊長類まで 100 種類以上にも「繊細さ」が観
察できることから生き残りの戦略の一つと考えられています。
まさしく、多様性は我々人間にとっても生き残り戦略。多様性の一つであるＨＳＰの繊細さが
社会の中で何らかの違和感（問題点）を感じ、私たちの社会を改善してくれる為の情報を提供し
てくれているんだなと思いました。
（たくわん）
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講師派遣の資料「虐待防止の枠組み」
Child Assault Prevention の養成講座で子どもへの暴力を防止する 4 つの分野という枠組みを学ん
だ。
予防・介入・治療・調査研究だ。
子どもの虐待をテーマに講師派遣を依頼される場合の参加対象者が専門的な役割を持った方々であ
ることが増え、対象者の仕事・活動と虐待防止の関連を考えるのに役立てる目的で、
「虐待防止の枠
組み」を一つの図として描くことに取り組んでいる。
今年 2 月の人権擁護委員を対象とした講座でデビューさせたが、その後も加筆修正を重ねている。
例えば、6 月に保護司の研修に呼ばれてから、保護司の役割（仕事・活動）は図のどこに位置付け
られるのだろうか、制度として明確な位置付けはあるのだろうか。とりあえず現状での判断で図の支
援・介入の付近に置いたが、治療や予防の役割も兼ねているとも思う。
保護司に限らず、図の中に書き込んだ職業は虐待防止だけを役割としているのではなく、それぞれ
に中心となる役割がある。しかし、虐待防止の観点のないままでは十分にその役割を果たすことはで
きないと言える。
限られた一部の機関や職業の人だけが取り組めば済む課題ではないのだ。
誰かではなく、自分がどうするかが問われる課題だと理解し、自覚してもらうためにワークショッ
プのプログラムを組み立てて参加してもらっている。
誰かや自分を責めるためではなく、できることはなんだろうかと考えてもらうプログラムを目指し
ている。
掲載した図の更なる加筆修正を進める意見・提案大歓迎。
（のぶどう）

(60%に縮小した図)
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２０１９年度相談事例検討会の報告
人権相談機関ネットワーク加盟機関の相談員が、相談事例を基にその適切な対応方法等につい
て検討・学習する「相談事例検討会」に APIS から相談員が 2 名参加しました。
●９月２日藤井寺で行われた第１回相談事例研究会に行った APIS 相談員の感想です。

相談機関で相談員をされている方、行政の方などが参加されていました。
1 つの事例について、それぞれの立場から意見を出し合い、解決策を探ります。自分では思いつ
かなかった発想が出てきます。また、知らなかった相談機関を教えてもらって相談にのるときの
選択肢が増えます。充実した３時間半でした！
●９月 10 日門真市で行われた第 2 回相談事例検討会に行った APIS 相談員の感想です。

相談者の自己決定の尊重の原則を改めて深く学習出来ました。可能な限り本人自ら意思決定が
出来るよう意思確認及び選好を推定し、支援を尽くす事。忘れないようにしたいと思いました。
今回参加することで相談スキルの向上と加盟機関同士の交流・連携の活発化を図るのが出来ま
した。スキルアップを心掛け APIS の相談事業に生かしたいと思います。
（山田・佐々木）

体罰をみんなで考えるネットワーク 夏の集いに参加して
私は、7 月 20 日（土）に龍谷大学大宮キャンパスで開催された「子どもの権利から体罰を考
える」集いに参加しました。国連の子どもの権利条約委員会委員の大谷美紀子弁護士による講演
とワークショップでした。国連で子どもの権利条約が成立したのが 1989 年だったのに日本が批
准したのは 1994 年。158 番目だったそうです。日本では「子どもに権利を教えたらわがままに
なるからアカン」という思想があった、とのことです（私は、今でもそういう考え方をする人が
居るような気がしてます･･･）
。また、大谷先生は条約第 29 条に感動したそうです。そこには簡
単に言うと
１，子どもの人格・才能・能力を可能な限り引き出すこと
２，人権・基本的自由・平和の尊重を育成すること
３，多様性を尊重すること
４，平和・寛容・両性の平等
５，自然環境の尊重
が謳われています
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その観点から体罰を考えると「体罰は人格を傷つけ、人権や多様性を否定、平和や寛容からは
程遠い」ということになります。子どもを「従わせるもの」として捉えるのではなく、
「権利の
主体」として考えなければならない。体罰は暴力によって子どもをコントロールする、というこ
と。物事を理解させるための方法とはなり得ないということを家庭でも学校でも認識すべきで
す。保護者や先生の日々の態度や言葉がけからも子どもはメッセージを受け取っています。それ
を意識することも大切です。
･･･とは言っても後を絶たない体罰や虐待に対して、私たちは何ができるのでしょうか。ひとつ
は加害側の大人をきちんとフォローすることが挙げられると思います。非難して罰して終わりで
はなく、暴力に拠らない子どもとの関わり方を会得して貰う必要があるでしょう。また、教員養
成課程に於いて子どもの人権に関する深い学びを採り入れることも有効です。現場の教員に対す
る継続的で系統だった研修も採り入れてほしいことのひとつです。また、社会の気運として体罰
を容認しないことも重要でしょう。
そして何よりも大切なことは、子ども自身に「あなたには暴力を受けない権利がある」という
ことを分りやすく伝えることではないでしょうか。
今回の集いの約 2 ヶ月前の 5 月 29 日に、私は近畿市民派議員交流・学習会に於いて徳永桂子
さんによる「子どもを守る性の健康教室」というお話しを伺いました。そこで、性暴力の被害者
である子どもが大人に被害を訴えられない理由として最多なのが「心配させたくない」
。2 番目
が「自分が悪いと思っている」ということだと教わりました。そして自尊感情が高い子どもは、
あらゆる被害に遭いにくい、とも。
このことを含めて考えると、子ども達に「私は個人として尊重されるべき大切な存在」だとい
う認識を育てるために「あなたには学校でも家庭でも安心して自信をもって自由にすごせる権利
があるのよ！」ということをしっかりと伝えることが必要です。これには CAP が本当に有効で
す。成果が顕在化しにくく数値化も出来ない、でも大切な取り組みが広く理解され、予算が付
き、多くの子どもたちに CAP を届けられたら良いのに、と強く思いました。
さらに･･･。大きな話になりますが、大谷弁護士によると国連に於いては「世界平和のために
も人権が守られるべき。相手が悪ければ暴力も可、とする考え方は国と国との関係性にも繋が
る」と考えられているということでした。世界平和も身近な一歩からだということになるでしょ
うか。Think globally, act locally･･･地球規模で考えて地域で行動する、というスローガンを
環境問題に取組む際に良く聞きますが、人権の問題・体罰の問題も、まさしく同じことだなぁ、
というようなことを考えた有意義な一日でした。
（M.Y）
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1 年かかりましたが、念願のスマートフォン対応のＨＰに
リニューアルしました。
今までの緑から一新、やさしいブルーのイメージのページに
なっています。
どのようにＨＰに APIS を紹介していくかを考えるにあたり、
私たちの活動・事業を整理して考える機会にもなりました。
そして、すっきりしました。
ブログや Twitter は今まで通りです。
ＨＰを見られて、ご興味持たれた方、もう少し情報欲しいなあと
思われた方、遠慮なく事務所にお問い合わせください。

2019 年 11 月 20 日(水)～24 日(日) 12:00～19:30 ☆入場無料
ギャラリー・アビィ［大阪市中央区南船場 2 丁目 2-28 順慶ビル 212 号室］
『長堀橋』駅徒歩４分
写真に浮かぶ空想を刺繍してみた。
通した糸をまっすぐ引っ張って
揃うように整えて
裏からも引っ張ったりして
ピンと張るように。
そしたら、写真の光景がザワザワと動き出し
糸がクルクル踊りだすように感じた。
ふと、子どもの頃、駄菓子屋で
いちご飴の糸を引いたときのことを思い出した。
◆展示写真について

あの頃はいつも

写真に直接刺繍を施した作品。A4 サイズを中心に

こうなったらいいなとか、どうしようと

A3 サイズや B2 サイズを含む 23 枚前後を展示予定。

期待や不安を胸に

写真の内容は、作者の生活風景の中で出会った様々な

世界はきっと面白いんだぞって

光景をモノクロフィルムで撮影したもの。

ドキドキ・ワクワクしていたんだ。

カメラは LOMO LC-A+を使用しています。
◆作者について

甘やかで力強い自分が

2015 年、2017 年に写真個展を開催。

ぐるりと回って戻ってきたような気がして

2019 年 UNKNOWN ASIA 2018 ブース出展に

未来に向かう気持ちを込めながら

選出される。

新しい糸を繋げてみた。
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AP I S の 活 動 記 録
2019 年７月～９月
７月
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
8 日（月） 電話相談ミーティング
10 日（水） わいわいトーク「リメイク BOX を作ろう」
18 日（木） 定例ミーティング ニュースレター№7６発行
2０日（土） 体罰をみんなで考えるネットワーク
「子どもの権利から体罰を考える」
８月
2 日（金）
3 日（土）
7 日（水）
22 日（木）
27 日（火）

HP ミーティング
プチ講座 PC 講座
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
定例ミーティング 電話相談スーパーバイズ
講師派遣：大阪府看護協会
事務所：パソコン回収・テレビリサイクル処分
31 日（土） ＣＡＰ打ち合わせ 住之江区子ども・子育てプラザ

９月
2 日（月） 相談事例研究会 藤井寺市
4 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
6 日（金） 講師派遣打ち合わせ 法務局
7 日（土） プチ講座 PC 講座
9 日（月） 電話相談ミーティング
10 日（火） 相談事例研究会 門真市
11 日（水） わいわいトーク「それは誰の問題？」
13 日（金） HP ミーティング
16 日（月・祝） 幸せの黄色いレシートキャンペーン贈呈式
19 日（木） 定例ミーティング
20 日（金） 講師派遣：茨木市立子育て支援総合センター
21 日（土） H20 サンタフェス
都島区民まつり
28 日（土） タッピングタッチ基礎講座 A
30 日（月） 理事会

わいわいトーク

APIS 理事会

イオンの黄色いレシートキャンペ
ーンで皆様から頂いたポイントの
贈呈式に行ってきました。ポイン
トを大事に使わせていただきまし
た。ありがとうございます。

編集・発行
編集後記
台風による豪雨被害にあわ
れました皆さまには心から
お見舞い申し上げます。
（H N）
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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
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