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もの思う 秋 

 

芸能界での若い方の訃報が続きました。 

最近では、その訃報のニュースに一般の方々が影響を受けてしまわないように、何度もニュース

を流さない事や、どういう方法で亡くなってしまわれたのかを詳しく伝えない事などの配慮があ

るそうです。 

 

 

何故、という事はご本人にしかわからない事です。とはいえ、享年という言葉の後にあまりに

も若い数字が並ぶのを見るのはいたましく、なんとなく一日中ぼんやりと物思いに耽りました。 

 

 

若い頃、ほんの少し演劇をかじった事があります。 

演技を教える先生が、この世界は役者が事故で死んでも関係者は誰も悲しまない、それどころ

か、役に穴をあけてスケジュールはどうするんだと罵られるだけだ、仕事が入っていたら親の死

に目にも会えないのが役者なんだから、といった内容を少しの陶酔を交えながら、えらそうに話

していた事を覚えています。役者とは、それぐらい忙しく、かつ、タフじゃないとやっていけな

いという事がいいたかったのだと思います。 

そういうものなんだ。なんの疑問もなくその時はふんふんと聞いていました。が、今となって

は、誰がそんな事をもっともらしく決めたのだろう、それはおかしいんじゃない？今まで当たり

前と思っていた事も、本当にそうなの？と一から疑って問い直す事が必要な時代に入ったのでは

ないかと思います。 

 

 

人間には限界がある、と仕事をしながら痛感しています。走り続けて倒れてしまわないよう

に、疲れたら少し立ち止まって休んだり、周りを見渡し一息つく事が許される世の中であってほ

しいです。そして、悩んだら相談したり、カウンセリングに気軽に行けるような時代になってい

って欲しいです。 

（Ｇ.M） 
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講師派遣 

住之江区社会福祉協議会 施設連絡会研修報告 

2020年9月10日 14:00～15:30 

さざなみ３階多目的ルーム 

 

 今年3月26日の予定からおよそ半年延期して実施したCAP研修の報告です。施設連絡会の研

修に22名の方が参加されました。 

 COVID-19の影響下で、これまで実施していた参加型のやり方では「３密」が避けられないと

考え、座席の形やロールプレイの体験などを変えたやり方で行いました。子どもワークショップ

の実演は、メンバーで相談して口元を隠さない方が良いと考え、マスクを外してFace Shieldを

着けてやることにしました。 

 レジメにはCOVID-19の影響下での不安を減らすのに役立ててもらいたいと考え、参考として

CAPセンター・JAPANが作って公開しているメッセージ動画の情報を載せました。資料として渡

している「相談機関リスト」も今回更新しました。 

 

 参加者に実体験で感じたり考えたりしてもらうというスタイルを特徴とし、そのことで好評を

得ていたと自負しているのですが、その得意技を使わないでどれだけやれるか不安がありまし

た。 

 やってみると、マスクをしながら話すことに慣れるまで、マイクを通した話し声に大小の波が

生まれているのが気になったり、息苦しさを感じたりがありました。これまで参加者の感想や意

見をもとに話を進める流れを作っていたのですが、その感想や意見なしに一人で話を進めると流

れができず、堰き止められてしまって、話がわかりにくくなってしまいました。より改善・工夫

が必要な点だと感じています。 

 

 参加者は、それぞれに専門職として子どもや高齢者を担当している方、日常的に相談業務に携

わっている方があり、CAPの「子どもの特別な権利」や子どもの力を信じる立場、また、子ども

にとって安全なコミュニティを作る取り組みを聞いてもらったのは、とても良い機会になりまし

た。 

 窓口になった方からは、今後もCAPの実施に取り組んで行きたいという熱のこもった話をいた

だきました。地域の中に当然にある活動として認めてもらえたらいいなと思っています。 

(のぶどう) 
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2020年度相談事例研究会に参加しました 

2020年9月16日 

野崎人権文化センター 

 

大阪府人権擁護士として参加してきました。これは大阪府人権擁護課が主催し、大阪府人権協

会が実施する人権啓発事業になります。 

 

前半は、講師から「オープンダイアローグを用いた相談援助について」の講義がありました。 

 

オープンダイアローグとは 

‘80年代、フィンランドで始められた精神治療法。数人の医療専門職チームが患者からの要請に 

24時間以内に訪問し、ただ対話していく。ヒエラルキーのない中で専門職同士が患者について意見

交換する場面も本人に見せながら、1回あたり１時間半程かけて行い、集中的に10日～12日間続け

て心理的継続性を持ちながらの対話です。リフレクティングやストレングス手法を用います。 

効果としては、自己課題を客観化し、複数から支持される実感を持つことが出来る。シンプルな 

手法なのに、この「開かれた対話」には効果的な手ごたえがあるようで、対象範囲は広く統合失調

症を始め、うつ病、PTSD、家庭内暴力など。 

 

詳しく知りたい方は、精神科医の斎藤環氏の著書「オープンダイアローグとは何か」がお薦め

です。私は、知らなかったので、大変興味深く受講させて頂きました。 

 

後半は、事例検討の方法についての講義を受けてから、実際あった相談事例をグループで検討

して学びを深めました。特に今回は、人権協会からグループワークの進行役を仰せつかり、務め

を果たしてきました。グループ内で情報や意見を出し合いながら、どうしたら本人の課題解決に

向かっていけるかを模擬とはいえ、しっかり考えることが出来ました。交流も深まり、充実した

相談事例研究会でした。この内容はAPISに持ち帰り、相談員のスキルアップとして提供していく

予定です。 

（たくわん） 
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講座「緑を用いたストレス・ケア入門」に参加して 

2020年8月30日（日）9：45～12：00 

淡路景観園芸学校 

 

近所の友人からもらったチラシに「緑の景観や植物を用いたストレス・ケアについて、脳科学

やマインドフルネスなど新たな視点と体験を交えて解説します」と書いてある講座が紹介されて

いた。コロナで疲れしているし、ストレス解消したいし、大阪から公共交通機関を乗り継いで淡

路島に行けるかやってみたいし、ちょっとおいしいものも食べたいし、もちろんこの講座に興味

あるし・・・色々な思いが沸き上がってきて、参加を決め行ってきた。 

感想を一言で言うと「とてもスッキリした！」何気なくしていた普段の自分の行動が「ちゃん

とストレス解消になっている」ということが良く理解できて納得した。そして、緑に囲まれた学

校で実際マインドフルネスしたり、散歩したり、創作活動して、本当にスッキリして気分良く元

気に帰ってきた。 

 

講座では、ストレスの仕組みを理論で教えていただき、「バイオフィリア」と

いう言葉を初めて聞いた。バイオフィリアとは、「生物的に備わった自然に対す

るポジティブな反応」の事だそうだ。私たちの先祖がサバンナで生活していた

時の感覚、それが今も私たち人間の中にあって、緑を見たとき、その時の感覚が

蘇ってくるのだそう。すごい！「バイオフィリア」の考えはAmazonのオフィス

やシンガポールのチャンギ国際空港にも取り入れられているとのこと。 

ストレス解消のためには、景観に「解放感・広がり・魅了・適合性」の４つの

要素が大切だそう。この話を聞いてから、実際に学校の庭を散歩した。日常を感

じさせない景色は解放感があり、広々とその景色は続く。色々な形や色の花々、風で花や葉が揺

らぐのもまた魅力的。せせらぎの音や虫の声が聞こえてくるのも心地よいし、香りのする植物も

ある。そこで立ち止まったり、座って深呼吸するだけで充分癒される。庭でマインドフルネスの

体験もした。風を感じて、とても気持ちが落ち着く。 

 

それから、屋内に戻って園芸創作活動をした。7種の花や葉をプチプ

チとはさみで切って、あれこれ深く考えずにオアシスに差して作品を

作っていく。15分くらいで完成するのだが、これがまたスカッとする

のだ。「出来た！」という達成感なのか。上手いとか下手とか関係なく、

自分の好きなものが出来上がるのが良いのかもしれない。この感覚は

また誰かと共有したいなあと思った。 

 

無事、講座を終えて美味しい昼食をとって、本当はも

う少し良い景色の中を散策したかったが、暑さに勝てず

断念！夕方には大阪に無事帰ってきた。「季節を変えて

また行きたいなあ」と思った充実した一日だった。 

 

                          

（マーガレット） 
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～APIS徒然なるままに～ 

ギフト 

 
 暦は秋なのに夏が終わりきらないおかしな気候に、時代の変化を感じているのは年を取ったか

らなのだろうか。幼いころ地球はいずれ太陽に飲み込まれて終わりを迎えるという必然を知った

時の慄然とした感情は今は感じることが出来ないが、このまま気候変動が進んでいけばひ孫の時

代は確実に食料が枯渇するという現実には心動かされるものがある。人間はいつまでも昔と同じ

ではいられないということなのかもしれない。 

 

 人はコミュニケーションとして言葉を使うしボディーランゲージに代表されるノンバーバルも

使用する。たいていはノンバーバルが優先するのだけれど、その人の価値観や無意識に働く刷り

込みがノンバーバルからの情報を邪魔したり、ノンバーバルに対する反応を押さえこんでしまう。

私にはある意味非常に現実的で見たまま感じたままを優先する傾向があるが、それが他の人との

違いなのだと最近言語化できるようになった。 

 つまり、刷り込みが自然に行わせる行動ですら、その時感じる違和感が影響するということで

ある。その感覚は幼い私を被害から救ったし、その現実があるから子ども自身に素直な感じ方を

大切にすることが大事だと信じることが出来ている。 

 たくさんの人の話を聴いていて「なんでわかるの？」と言われることがあるのだが、昔の私は

『だって、話しているじゃない』としか答えようがなかった。でも、人が話すときには題材とし

ている過去の物語と共に話している今の物語があり、私が感じるのは現実（つまり話している今）

であって、話の中身は（話されている過去）聴いている私にとっては情報でしかないのだ。つら

い過去をそのまま引きずる人もいれば、とてつもない内容をすがすがしく語る人もいる。私にと

って大切なのはその人の今であって、語られている過去がその人にどんな影響を与えているかと

いうことだ。その感覚は幼い頃から私の中にあってそれは私に与えられた「ギフト」だと感じて

いる。幼い頃から感じていた人との違いはこの「ギフト」に由来する。 

 

 純粋に感じられる感情はとても少ないと思うようになった。多くの感情は自分の知識や経験が

作り出したものである。その作り出した感情が大きいと、現実から感じ取った感情を人の中から

締め出してしまうのだなと感じている。感情は感じるものであるが作り出されるものでもあるの

で、価値観が変化すると当然感情も変化する。 

 自分がいずれ死ぬという事実に気が付かない幼い私は、たぶん永遠に生きているという感覚で

地球の終わりに自分がまきこまれると感じていたのだと思う。人はいずれ死ぬし星の一生から考

えると人間の一生は瞬間にすらならないと体感できるようになって感じていた「恐怖」は取り組

むべき課題という認識に変化していったのだと思う。 

 

 「ギフト」は私に様々なことを教えてくれている。世界は理不尽であること、人はおろかであ

ること（自分も含めて）、しかし、自分次第で世界も人も素晴らしい存在になるということを実感

している。 

（ｐ） 
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記憶のカイザン 

 

 仕事の傍らに、自分で撮った写真に直接刺繍を施した作品を制作している。 

 

 以前から写真作家として、「今」目の前にあるもの全てが「過去」を抱え、そこに存在してい

るということを表現したいと考え、方法を模索していた。ある日、手芸好きな母から刺繍糸を大

量に分けてもらったのをきっかけに、ふと、写真の「今」に「過去」を刺繍しちゃったらいいや

ん！と思い付いたのが始まりである。 

 

 

 「過去」とは記憶である。どんな刺繍をしようかと記憶巡りをしていると子どもの頃の思い出

が蘇る。 

 私の母は日曜ごとに私たちきょうだい3人分の写真アルバムを押し入れから取り出し、ページ

をめくりながらその時々のエピソードを語って聞かせた。写真の横に添えられた短いコメントを

いちいち読み上げながら。金のリングで綴られた紙の台紙を優しく撫でながら。 

全身で感じた幸せの時間として記憶している。 

 

 その一方、母の言葉の言い回しが毎回微妙に変化し、話が少しずつずれていく現象に違和感が

あった。どの回も真実が語られている空気に包まれ劇場化していた。 

語る母の表情は世界で一番幸せな人に見えた。 

 

 記憶というのは、思い出されるごとに自分だけの世界を作っていく。実際の出来事を元にした

話は事実を語るというより創作話となるのだろう。 

 

記憶も創作もお話として思い出され語られるたびに、楽しくはさらに楽しく、悲しくはさらに悲

しく、また、楽しさは寂しさに変わり、悲しみは祈りや希望に変わって、もはや原型はないよう

に思える。 

 

 

作品作りは、記憶を辿り刺繍していくうち

糸は自分の進みたい方に進んでいく。 

起きた出来事に自分好みの意味付けをし、 

新しい記憶となって縫い込まれていく。 

秘かに記憶のカイザンが行われている。 

 

 

（H.T） 
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APIS の 活 動 記 録  

２０２０年７月～９月 
 

 
７月 

8 日（水） わいわいトーク「私のおすすめの映画」 
13 日（月） 電話相談ミーティング 
16 日（木） 定例ミーティング 

 ニュースレター№80 発行 発送作業79 号同封 
31 日（金） HP ミーティング 

 
 
 

８月 
5 日（金） 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～14 日 夏休み 
20 日（木） 定例ミーティング 電話相談スーパーバイズ 
31 日（月） CAP 練習会 
 
 

９月 
3 日（木） 講師派遣：大阪府看護協会 
9 日（水） わいわいトーク「タッピングタッチ」 

10 日（木） CAP 研修会：住之江区施設連絡会 第1 回研修会 
14 日（月） 電話相談ミーティング 
16 日（水） 相談事例研究会 
17 日（木） 定例ミーティング 
18 日（金） HP ミーティング 
28 日（月） 理事会 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

編集・発行 
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編集後記  
編集作業し始めは半袖だった
のに、最終段階に来たころは
冬のカーディガンを着てまし
た。皆様、お身体ご自愛くだ
さいね（H N） 

第45回 理事会 開催しました！ 

4月の緊急事態宣言に始まり、しばらく活動も休止状態でしたが 

6月頃より 徐々に活動再開している報告がありました。 

また 今年度後半の講師予定の報告もあり「決まっていることを着実に行おう」と

話しました。 

また、APISのホームページの事、来年の総会の話もして、お開きになりました。 

講師派遣 看護協会人権研修 

電話相談スーパーバイズ 

わいわいトーク 


