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ドラマ「大豆田とわ子と三人の元夫」に はまりました
去年の今頃、久しぶりにドラマにはまっていた。期待して見始めたわけでなかったのに、流れてい
る音楽と主人公のファッションが気になって、ドラマの画面がとてもきれいで、気が付いたらどっ
ぷり楽しんでいた。今春、再放送され録画した。前回気付かなかったところに「あー、そういうこと
だったのかあ」「あれの前触れはここに出ていたのかあ」など発見があり、再びどっぷり楽しんだ。
あらすじは、こんな風に紹介されている。
大豆田とわ子（松たか子）はこれまでの人生で三度結婚し、三度離
婚している。ちょっと不器用だけど愛されるキャラ。三人の元夫たち
（松田龍平、角田晃広、岡田将生）はそれぞれに個性が違う。そして
今もまだ、とわ子は三人の男たちに振り回されている。何かとトラブ
ルを持ち込んできたり、新しい男の影が現れようものなら、時に妨害
したり、時に応援したり、また妨害したり。どうやらみんな、とわ子
のことが好きで嫌いなのだ。この物語は、こんな優しくて愚かな四人
の人生を描くハートフルラブコメディである。
セリフの言い回しにスピードがあり、話の展開も早く、ついていくのに必死だった。「生きてい
く」中で、だれにもいろいろなことが起きる。日常に何げなく起こる失敗があったり、反抗期の娘と
の関係、親友の死、新しい恋、取引先のモラハラ社長が出てきたり、もちろんクスッと笑えるシーン
もある。「私だけじゃなくて、みんな色々あるんだ。」と思えたし、「劇的な何かが起きなくても、
小さな喜び、悲しみ、驚き、満足感を積み重ねている私の人生、案外これでいいんだ」とも思った。
「夫婦って最初は恋人で始まるけど、最後は『家族としての愛』で終わるのかぁ」なんて考えたりも
した。度々出てくる「網戸」も大切なキャストだったのかも。外れた網戸を自分で直すことが出来
ず、元夫や恋人の手を借りるとわ子が、最終回では自分ではめられるようになっている。色々な人生
経験を経て、成長した姿がそこにあったのかも。とにかく、エンディング曲の歌詞も毎回変わり、そ
れも見逃せないドラマ。でも何故か「ほっとした気
持ち」になれるドラマ。人生経験を積んだ大人にし
かわからないドラマ。「明日からまた頑張れそう」
と思えるドラマ。
ドラマは終わったが、今はドラマの音楽をかけて
余韻を楽しんでいる。
（マーガレット）
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2022 年 APIS 総会と交流会報告
第 17 回通常総会
日時：2022 年 5 月 15 日（日）11 時～12 時
場所：APIS 事務所
今年も昨年に続き事務所を会場に集まって開
催することができました。念のため Zoom 参加も
可能としていましたが、会場に７名が集まり、委
任状 6 通の提出があり、正会員の過半数の賛成を
得て 4 項目の議案が全て承認されました。
新年度は講師派遣での新しいプログラムの実施
や主催講座のオンライン開催に挑戦するなど、意欲的な取り組みを計画しています。
みなさんどうぞよろしくお願いします。

交流会報告✨気持ちに気づくことは自分自身とつながり、大切な人とつながること✨
午後からは交流会「気持ち大切プログラム体験」を開催しました。
新京橋商店街の井戸端ステーションで昨年度新たに開発したプログラム「気持ち大切プログ
ラム」を体験して語り合いました。
参加者の感想として「当たり前のことでも、あらためて『今どんな気持ち？』と考えることは
大事」「気持ちに『良い』『悪い』はないと言われても、現実には『悪い（ネガティブな）気持
ち』否定されてしまう」などがありました。また、プログラムを実施した（株）コスモスから「日
常的に気持ちが出せる（言える）ようになってきた」「事業所のスタッフでネガティブな気持ち
を受け止めることについて話し合った」と報告がありました。
元々3 回で１クールとして始めたプログラムですが、振り返りの回を加える事が決まりまし
た。また、「イヤ」の気持ちを表現するロールプレイの検討をして次回から実施することになる
など変化し続けるプログラムです。
（のぶどう）
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講師派遣

「薬の危険性」についてお話するために高校へ行ってきました。
2022年6月15日 大阪成蹊女子高等学校

コロナ禍なので直接生徒の皆さんのお顔を見て話せず、オンラインで画面越しのお話となりました。
薬の成り立ち・簡単な歴史から薬の量について話しました。そこから中毒、依存と繋げて覚醒剤や危
険ドラッグに触れたあと、「自分を大切にしていますか」のお話を１０分ほどさせていただきまし
た。最後の１０分の話をやりたくて今回の依頼を引き受けました。薬についての知識を持つことで
好奇心には対処できても、「苦しい、辛い」といった不安や一人ぼっちという孤独感は知識では埋め
ようがありません。一人でも相談の場に繋がってほしくて、今回「相談リスト」を配っていただきま
した。人間はどんな時でも自分のために一生懸命がんばっている。でも、戦い方や自分を救うための
方法がわからなくて間違ってしまうことがあります。そんなとき必ず寄り添って力になってくれる
人がいると信じてほしいと強く願っています。伝えたことが一人でもいいから誰かに届いてくれる
といいなと願っています。

（P）

わいわいトーク「美顔マッサージ」を開催しました
2022 年 5 月 12 日、大阪市西区民センター

今回のテーマは「美顔マッサージ」、今までマスクで隠して放った
らかしにしてきた部分を改善する美顔マッサージです。
近い将来マスクを外した時に、一気に老け顔～なんて事にならな
いために今のうちから対策していくマッサージを紹介しました。
参加者からは、
「顔下半分使ってなかったことを実感しました」
「なんかちょっとスッキリした」
「顔の調子がいいと気分もいいわ」など、好評でした。
按摩マッサージと鍼灸師の資格を持つ私が講師を務めています。
ご要望があれば APIS 事務所でプチ講座も開催出来ますよ。
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（たくわん）

APIS 報告

オンラインで講座企画

2022 年度事業の特徴に Zoom を使ったオンラインでの実施があります。
新型コロナウイルスの感染拡大が始まった 2020 年春から計画していた事業が出来なくなりまし
た。依頼を受けていた講師派遣もそのほとんどが延期や中止となり、延期のまま結局は中止になっ
たり連絡が途絶えて自然消滅したものもありました。
人が集まることが困難になり、在宅でのオンラインワークやオンライン授業が広まって行きまし
た。当事務所でも徐々にオンラインでミーティングや役員会・総会を開催するようになっていまし
たが、いずれは感染が治り対面で出来るようになると考えていました。
ところが、実際は波のように押し寄せる感染拡大に対応せざるを得なくなりました。2021 年度に
は Zoom の有料契約を結んでオンラインでの事業実施に乗り出すことになりました。

＊助成金申請「幸せはぐくむ子育て」
2022 年 3 月にはオンラインで子育て講座を実施する企画で助成金を申請しました。助成金をもら
うことができるかどうかの結果はまだ出ていませんが、9 月から翌年 3 月までの月 1 回で 7 回連続
講座を実施します。
「子育てはいろいろ大変なのですが、様々なことを体験するチャンスになると捉えてみましょう」
と提案し、語り合いを中心に視点を広げる情報や知識を提供する内容を準備しています。
＊オンラインで読書会
2021 年度に対面での読書会を試み「本当の勇気は『弱さ』を認めること」（ブレネー・ブラウン
著）を読みました。続いて今年度に「NVC 人と人との関係にいのちを吹き込む法」（マーシャル・B・
ローゼンバーグ）をテキストに読書会をするに当たって、より多くの人に参加してもらえるにはど
うしたら良いのか考えました。そこで、開催方法を変え Zoom を活用することにしました。
6 月 18 日から毎週土曜日の午前 8 時から 9 時 30 分までの時間で実施しています。7 月 23 日まで
の 6 回の開催回数では少なかったと実感していますが、一人では読み切れない本を短期集中で読も
うと取り組んでいます。練習用の LINE グループも出来て、実践的な読書会になっています。
＊PC スキルの向上
これまで Zoom でのセミナーやミーティングに参加することは出来ても、主催者として実施するス
キルはメンバーごとにバラバラでした。研修や練習会を開いて、Zoom をホストとして立ち上げ、ブ
レイクアウトルームを使い、欠席者のために記録動画の保存と送信を行うレベルまで向上してきま
した。
また、広報にホームページを活用しています。トップページで Youtube チャンネルの動画を見ら
れるようにし、twitter・Instagram・ブログなどの SNS にも投稿しました。大阪市の市民活動総合
ポータルサイトに情報を載せてもいます。
その結果参加者の広がりにつながっています。
（のぶどう）
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CCJ 総会に出席しました
5 月 28 日土曜日 14:00 から CCJ（CAP センタージャパン）第 21 回定時総会がドーンセンターと
Zoom のハイブリットで開催されました。
おおさか CAP エコールから 1 名ずつリアル会場と Zoom に参加しました。

16：45 からは正会員意見交換会にもそれぞれ参加し、交流を深めることが出来ました。
（たくわん）

「イオン 幸せの黄色いレシートキャンペーン」
27500 ポイント頂きました。ありがとうございます！
毎月 11 日の「イオン・デー」に実施している 「イオン 幸せの黄色いレシートキャ
ンペーン」。イオンが 「お客さまを原点に平和を追求し、人間を尊重し、地域社会
に貢献する」 という基本理念のもとによる活動です。
毎月 11 日にマックスバリュ京橋店をご利用の皆様が、レシートを APISBOX に
レシートを投函して下さることで APIS の活動を応援していただけることになります。
今回は 2021 年９月～2022 年 2 月までの間に 2,746,743 円分の黄色いレ
シートの投函があり、その 1％の 27500 ポイントで事務用品など購入することが出
来ました。
本当にありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。

（黄色レシートキャンペーン担当：たくわん）
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学び舎日記
教員という仕事を考える時、今一番注目されているのは過重労働時間問題ではないでしょうか。
教師のバトンというツイッターも話題になりましたが、もともとそれを作った文部科学省の方々は、
あんなにも教員の悩みやしんどいというつぶやきでいっぱいになるとは思っていなかったのだろう
と思います。教師って素敵な職業だよ、次世代に前向きなつぶやきを渡していこうよ、という意味合
いで作られた場所は、悲鳴にもにた教員のつぶやきであふれ、私も時々のぞいては、わかるなぁその
辛さという気持ちでいっぱいになると同時に、私だけじゃないんだという安心にも似た気持ちにも
なります。
教員には一日に 45 分間の休憩時間があります。しかし高学年担当なら、子どもたちが帰るまでの
4 時頃までドタバタしっぱなし、そこから 5 時の定時までの一時間で事務処理や教室の片付けやら
保護者のかたに電話対応などやっていると、トイレにも行ってなかったなぁは日常茶飯事です。本
当はきちんと休憩を取った方が頭の中もクリアになり、前向きな発想も出てくるでしょう。しかし
実情は、目の前の仕事を一つ一つこなす事に追われているのです。
これが中学校になると、クラブ活動も加わりますから帰宅時間もますます遅くなると思います。
また教員は、肉体労働に加えて感情労働の部分も非常に高い職業です。心理学者のアドラーが人
間の悩みは人間関係だと述べていましたが、まさに学校は子ども、教職員、保護者の方々、地域の
方々とあふれるほどの人間関係のなかで成り立っています。相手からの理不尽な怒りをまともに受
ける事もあり、毎日こんなに必死に働いているのにと呆然とすることもあります。神様ではないの
で、カッとなる事もありますが自分で自分をなだめながら、なるべくおだやかに対応しようとしま
す。
もちろん、楽しいことややりがいもありますがそんな気分になれないのは、この文章を書いてい
る私が、学期末でかなり疲弊している状態だからでしょう（笑）また、担当している学年の子たちの
状態も、残念ながら少し荒れ気味で毎日心臓がドキドキしている事も関係しています。ただ、ありが
たいことに職員同士で助け合いができる環境にあるのが救いです。
次のニュースレターの原稿には、学校での楽しいことや自分自身のストレス発散の方法など、明
るい話題をみなさんにお伝えしたいと思います。
（Ｇ．Ｍ）
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APIS の 活 動 記 録
２０２２年 4 月 ～ 6 月

4月
11 日（月） 電話相談ミーティング
21 日（木） 定例ミーティング
ニュースレター№87 発行 発送作業
28 日（金） 監査
5月
12 日（木） わいわいトーク「美顔マッサージ」
13 日（金） HP ミーティング
15 日（日） 総会・交流会
19 日（木） 定例ミーティング ／ Zoom 講習会 ／ SV
24 日（火） 講師派遣：こすもくらぶ「気持ち大切プログラム」
28 日（土） CCJ 総会
6月
6 日（月） オンライン講座「幸せはぐくむ子育て」ミーティング
7 日（火） ゆるゆるトーク「おひとりさまの時間の使い方」
13 日（月） 電話相談ミーティング
14 日（火） 講師派遣：こすもくらぶ「気持ち大切プログラム」
15 日（水） 講師派遣：大阪成蹊女子高等学校「薬物乱用防止について」
16 日（木） 定例ミーティング ／「幸せはぐくむ子育て」ミーティング
17 日（金） Zoom 講習会
18 日（土） NVC オンライン読書会①（Zoom 開催）
24 日（金） HP ミーティング／ 「幸せはぐくむ子育て」ミーティング
25 日（土） NVC オンライン読書会②（Zoom 開催）

編集後記

APIS Instagram
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ぬお〜〜コロナ陽性になった！
強烈なしんどさ、編集間に合わないか
もしれないとメンバーに連絡したら、
すぐに対策を考えてくれ、遅れずにお
届けすることができました。自分がい
かにメンバーを信頼しているか改めて
感じることができました。（H N）
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