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～暴力防止に役立つ情報
収集や発信の拠点として
様々な活動を行っています～
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巻頭言
お弁当作りのおまけ
わいわいトーク「紙ビーズでクラフト」
APIS の読書会「NVC 人と人との関係にいのちを吹き込む法 」
水野ゼミの本屋「ピノッキオを語る読書会」に参加しました
相談事例研究会に参加しました
3 年ぶりの都島区区民まつり
APIS からのお知らせ「語り場 APIS これからの私・これからの APIS」を開催します
APIS の活動記録 2022 年７月～９月

お弁当作りのおまけ
鉄道の保守作業をしている息子の勤務はハードだ。朝に顔を合わすのは日中勤務に、夜に顔を合
わすのは夜勤に出かける時なので、朝も夜も顔を合わすと「行ってらっしゃい」と声をかけている。
そんな訳で、食事の時間は全く違うし、野菜中心のおうちご飯は敬遠気味で、息子はコンビニやテ
イクアウトで調達したものを自分の部屋で食べる生活が続いていた。

ところが、７月下旬勤務地が変わり、お弁当を持っていくと言い出した。近くにコンビニや手軽に
食事ができる店がなく、冷たいご飯を食べるのが嫌だと中学生時代に使っていた保温ができる円筒
型のお弁当箱を引っ張り出してきた。
職場には自炊している人もいるらしく「自分で作ってみる」との言葉に、驚き半分、お弁当作りが
回ってこなくてほっとしたのが半分というのが正直な気持ちだったが「いいんちゃう」と返事し、息
子のお弁当作りが始まった。
私は、前夜にご飯をセットする(朝昼分で 2.5 合追加することに!)。朝はお湯を沸かしお弁当箱を
温めておく。そして、自分のお弁当と朝食の準備をすませ、息子が起きてくる６時過ぎにはキッチン
を明け渡すことになった。
息子は、ご飯にふりかけを混ぜ、お弁当箱とは別におにぎりを作り、インスタントのお味噌汁を用
意し、週末まとめ買いした冷凍食品を電子レンジで温め、卵焼きとウインナーを焼いている。初日に
は卵焼きを私のお弁当用に一切れもらった。私が準備したブロッコリーやミニトマトは「大丈夫(い
らない)」と辞退されたが…。そして、お弁当箱に入りきらなかった物をおかずにし、情報番組を見
ながらキッチンで朝食を食べている！
その間に私は身支度をし、息子が家を出るころに朝食をとるのだが、その日は、たまたま朝食のタ
イミングが重なった。平日の朝食を、息子とキッチンでとるのは超がつくほど久しぶりなこと。
「何年ぶりやろうね?」「今朝はちょっと暑さがマシやね」と話しながら、わずか 10 分ほどだった
が、ちょっぴり幸せを感じた朝だった。
（Ｙ．Ｋ）
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わいわいトーク

紙ビーズでクラフト
⽇時：2022 年 9 ⽉８⽇ 10:00~12:00
場所：⻄区⺠センター

講師が半年かけて、色とりどりの紙ビーズを準備してくれました。紙
ビーズの材料は包装紙だったり、封筒の裏紙だったり、雑誌の写真ペー
ジだったり。
手順の説明を受け、自分の好きな紙ビーズを選んで、ゴムに通してい
きます。もちろん、手を動かしながら口も動かします。「ビーズがたく
さんありすぎて選べないー、迷っちゃうー」「子どもの頃のビーズ遊び
を思い出すね」「その色、素敵ねぇ」「腕に着けたら、感じが変わるわ」
「同じものを作ろうかしら」「みんなでお揃いにする？」「楽しいねぇ」
人の作品がとっても素敵に見えるので、もう一つ作りたくなります。
これで良し！と思えるまで、いくつも作品を制作しました。
一重や二重のブレスレット、キーホルダーの出来上がりです。
その後のフリートークでは、コロナ予防接種のこと、PCR 検査のこと、
介護のこと、スマートウォッチのこと、一人の食事と家族での食事のこ
と、健康体操のことなど身近な出来事をたくさん話しました。困ってい
ること・不安に思っていることを話すと参加者からアドバイスや経験談
が出てきます。ちょっと話したことで、安心の材料をもらえて、気持ち
が少し楽になります。気軽に話出来るのが、わいわいトークの良いとこ
ろです。
次回は参加者の要望で「お金をどうやって貯めてる？」をテーマに
おしゃべりします。NISA・iDeCo など少し勉強もしようと思います。
たくさんのご参加、お待ちしています。
（マーガレット）

わいわいトーク 今後の予定
2022年 11⽉10⽇(⽊) お⾦をどうやって貯めてる︖
2023年

1⽉12⽇(⽊) ぬり絵しよう

2023年

3⽉ 9⽇(⽊) おひとり分のクッキング

【時間】午前１０︓００〜１２︓００
【会場】⼤阪市⽴⻄区⺠センター第６会議室
【参加費】５００円（資料・茶菓代）定員︓８名
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APIS の読書会
日時：2022 年 6 月 22 日〜7 月 23 日の毎週(土)8:00〜9:30 全 6 回
場所：オンライン
A P I S では以前から読書会を開催していましたが、私は今回初めて参加しました。コロナ禍と
いうことで Zoom 開催となり、会員以外に一般からの参加もあって賑やかに行われました。
題材となった本は「N V C 人と人との関係にいのちを吹き込
む法」でした。「本を読んだ時、C A P や A P I S で言ってき
たことと一緒だなと思ったことと、同じことを伝えるにしても
いろんな伝え方をした方が伝わるかなと思ったので皆に読んで
もらったらいいなと思って取り上げた」と言う A P I S メンバ
ーの P さんが世話役となり、実現しました。
N V C は、『相手を評価したり決めつけたりするのではなく、
自分が抱いている感情と自分が必要としていることに耳を傾け
る。暴力や対立、偏った物の見方を排し、対話を導く。世界中
で読まれている「話し方」の教科書』と説明されています。私
は教科書の読書会ってどう進めるのだろうと、疑問と期待でわ
くわくしました。
私たちは章ごとに理解を深めていきました。そして、章ごとに 2
人ずつのルームに分かれて意見交換しました。また、オンライ
① 観察
ン読書会に合わせ LINE グループで N V C 読書会を作り、日々の
② 感情
出来事を N V C プロセスに従って整理し、書き込みました。
③ 必要としていること
幼稚園教諭として働く場でも、子どもの訴えを N V C プロセ
④ 要求
スを使って対応すると子どもの納得に繋がりやすいと実感しま
した。感情と要求に集中すると、なんて聴き取りやすいのだろうと感動しました。即座に的確な短
い言葉を使う保育のスキルと合わせてやっていくと、日常の瞬間ごとに満足感を持たせてあげられ
るなぁと思いました。本当に、参加して良かったです。
(H.N)

NVC プロセスの使い方

●参加者の感想 「参加してよかったこと」
・一人で読んでいては気づけなかったことが、毎回ありました。土曜の朝の時間帯が意外に参加しやす
く、読書会があるからということで、金曜の夜をダラダラ過ごさなくなり、生活が調った感じでした。
・NVC のスキルを身につけるのはまだまだですが、第５章冒頭の「人の言動は、自分の感情を『刺激』す
ることはあっても『原因』になることはない」を折に触れて思い起こし、必要以上に感情をすり減らすこ
とがなくなったように思います。
・自分を理解するのに役立つ。特に感情の理解。これまで自分に湧き上がる感情がポジティブでもネガテ
ィヴでも、そのことを受け止めることはできていた。さらに、なぜその感情なのかを探す方法（手順）を
知ることで、自分が大切にしていることがポイントとなることがわかり、さらに大切にするためリクエス
トを出すやり方があることを知ったこと。
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・一人では完読できなかったであろう本を参加者の考えを聞きながら読み進められたことが良かったで
す。
・一般参加者がおられたことが良かったです。
・NVC の存在にアクセスできたこと。
・一人ではきっと読みとれなかった部分も他の参加者の考えを参考に読み深められたこと。
・自分の気持ちに正直になれるところ。・冒頭に該当箇所の要約スライドがあって、頭を整理しやすかっ
た。・朝９０分の読書会で一日を気持ちよく過ごせた。
・他者の受け止め方や理解の仕方を知り、自分の受け止め方との違いを同列に考えることができたこと。
・自己理解が進んだこと。・今後の人生において思考の手助けを得たこと。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
「ピノッキオ」を語る読書会に参加しました
2022 年 8 ⽉ 21 ⽇ ⽔野ゼミの本屋
APIS の読書会が⾯⽩かったので他のにも参加
してみようとツイッターで⾒つけた、⼤阪⼯業⼤
学⽔野ゼミ運営の本屋が開催する「イタリア児童
⽂学三⼤古典を読む連続読書会 第１回 『ピ
ノッキオの冒険』」に参加してきた。案内役はイタ
リア⽂学研究者でもある店主。まず、参加者の
⾃⼰紹介から始まって、本の感想や疑問につい
て話し合った。ディズニー映画との⽐較やピノッキ
オの性格などについて話が盛り上がった。
案内役から様々な版の『ピノッキオの冒険』を⾒
せてもらい、さらに物語の細かなイメージを想像
した。イタリアの歴史や作者カルロ・コッローディの
⽣い⽴ちにも触れ、改めて⼈の世界の複雑さを
思った。

●⽔野ゼミの本屋では様々な読書会が開かれ
ています。⼤学の先⽣はじめ学⽣、私のような
⼀般の者が⼊り混じり、わいわい話して楽しい場
所だなと思いました。イタリア児童⽂学読書会は
第３回まであるそうです。
検索は 「⽔野ゼミの本屋」 で︕ （H.N）

相談事例研究会に参加しました
⽇時：2022 年８⽉ 30 ⽇
場所：⼤東市⽴野崎⼈権⽂化センター

前半は「重層的支援体制整備事業と人権相談」を東
大阪大学教授の潮谷光人さんから講義を受けました。
“重層的支援体制整備事業”とは、市町村における
既存の相談支援等の取り組みを活かしつつ、地域住民
の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する包括的な
支援体制のことです。
講義を受けて思ったのは、従来の支援体制ではケア
しきれないケースを枠組みを越えて地域共生社会と
いうコミュニティを使って対応していこうとするも
のかなと考えました。まだまだ勉強が足りませんが、
しっかり学んでいきたいです。
後半の相談事例の概要は、「認知症がある兄から弟
への日常的な暴言・暴力等の嫌がらせ行為に悩んでい
る相談」について、個人ワークののちグループワーク
をしました。
相談者のストレングスは何か？今後の支援として
行うことは何か？どんなリソースを使うのか？など
具体的に話し合いました。グループ発表では他のグル
ープとは違う方向性となりましたが、大切なのは相談
者の思い・希望に寄り添った支援であること。仮に間
違っていたら方向修正をし、常に相談者の伴走者であ
る事を忘れずに支援体制を考えていきたいと思いま
した。
（たくわん）
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3 年ぶりの都島区区⺠まつり
日時：2022 年 9 月 24 日（土）12:00〜
場所：毛馬桜之宮公園 桜宮橋（銀橋）周辺

コロナ禍が始まって２年間開催が見送られてきた大阪市都島区の区民まつりが 3 年ぶりに開かれ
ました。
毎週のように台風の影響を受け続け、この週も急に現れた 15 号が各地で大雨を降らせ、前日の秋分
の日は大阪も午前中雨の降る肌寒さを感じる天候でした。
明けた当日は朝から晴れ、暑い日になりました。
都島区社会福祉協議会ボランティア市民活動センターのボランティア・アドバイザーとして区民
まつりに参加するのも 3 年ぶりです。
赤い羽根共同募金の寄付金付きで販売す
る
「みやこりんラムネ」
の売り子が役割です。
社協職員２名とボランティア・アドバイザー
４名で氷水に浸けたラムネを来場者に勧め
ていきます。
その場で飲む人のために栓を開けるのです
が、ちょっとしたコツと力が要り、久しぶり
で手間取ったりしましたが、メンバー交代で
やっていくうちに慣れてきました。
子どもたちには「自分で開けてみる？」と声
をかけ、やりたいという子を手伝ったりしま
した。自分で開けた瓶で得意そうにおいしそ
うに飲む姿を見るのは嬉しかったです。
みやこりん（都島区社会福祉協議会のゆる
キャラ）の顔はめパネルをつけて写真を撮る
家族連れや友達連れの姿は微笑ましく、区民
まつりの意義を感じました。
また、お釣りを赤い羽根共同募金の募金箱
に寄付をする人の中には小学か中学生の子
もいて、社会貢献・寄付文化の意識の浸透を
感じました。
（のぶどう）
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「語り場 APIS 〜これからの私・これからの APIS〜」 開催します。
⽇時︓2022 年 12 ⽉ 19 ⽇（⽉）16:00~19:00
場所︓APIS 事務所 リアル参加と Zoom によるリモート参加できます
主催︓NPO 法⼈暴⼒防⽌情報スペース・APIS 理事会

NPO 法⼈として運営を続ける資源の限界が近づいてきました。
資源は⼈とお⾦です。

⼈の⾼齢化は待ったなしでお⾦の残りは 2 年を切りました。
そこで、これからを展望するための語り場を開くことにしました。
これまで、⼀⼈ひとりの思いを繋いで積み上げてきた活動をこれからどうしたいのか、
またここで⾃由に語り合う時を持とうと考えています。
会員なら誰でも OK なので参加してみようと思う⼈はどなたでもどうぞ。
時間内での出⼊りは⾃由、事前に電話やメールで思いを伝えるのも歓迎します。

同⽇の 19:00 からは理事会があり、理事会としての⽅針決定につなげます。
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APIS の活動記録
２０２２年 ７月 ～ ９月

７月
2 日（土）
7 日（木）
9 日（土）
11 日（月）
14 日（木）
16 日（土）
21 日（木）

NVC オンライン読書会③（Zoom 開催）
都島区社協ボランティア・アドバイザー連絡会
NVC オンライン読書会④（Zoom 開催）
電話相談ミーティング
わいわいトーク「新聞バッグ作り」
NVC オンライン読書会⑤（Zoom 開催）
定例ミーティング
ニュースレター№8８発行 発送作業
23 日（土） NVC オンライン読書会⑥（Zoom 開催）
2６日（火） 講師派遣：こすもすくらぶ「気持ち大切プログラム」
29 日（金） HP ミーティング／ 「幸せはぐくむ子育て」ミーティング

８月
４日（木）
1８日（木）
2３日（火）
30 日（火）

都島区社協ボランティア・アドバイザー連絡会
定例ミーティング ／ SV
講師派遣：こすもすくらぶ「気持ち大切プログラム」
相談事例研究会参加 大東市野崎人権文化センター

９月
5 日（月） オンライン講座「幸せはぐくむ子育て」ミーティング
８日（木） わいわいトーク「紙ビーズを使って」
1２日（月） 電話相談ミーティング
こすもすくらぶ研修打ち合わせ
1５日（木） 定例ミーティング
１６日（金） HP ミーティング
2４日（土） 都島区民まつり
26 日（月） 理事会
編集後記

築 27 年のマイホームをリフォームし
ているところです。防水加工や外壁塗装
など必要な補修工事です。建てた時は建
てた時のまま在り続ける錯覚がありまし
たが、物体の経年劣化からしみじみと時
の流れを感じています。（H N）

APIS Instagram
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