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いろんな⽇常の物語 〜津村記久⼦推し〜 
 

その作家の作品はほぼ読んでいると言える人は５本の指が余るほどしかいないが、その一人が津

村記久子なのである。最近NHKの夜ドラ枠で「つまらない住宅地のすべての家」が2４回に渡って

放送された。同じ頃に新聞のエッセイ記事を読んで共感というか共鳴に震えた。 

 

群像劇という表現が正しいのかどうか分からないが、作品中に登場する様々な人の様々な出来事

やその事情と気持ちを語るストーリーに惹かれる。ドラマのストーリーで言えば、妻が家から出て

行ったことを近所に知られたくない（一応）主人公とその息子（ドラマの語り手）を中心に描かれ

ているが、住宅街のどの住民を主人公にしても成り立つのではないかと考える。登場人物の別々の

様々な視点で逃亡犯が街にやって来る話を語っても、更には逃亡犯を主人公にしても、あっ、逃亡

犯が主人公のストーリーは溢れているか・・・と考えると、主人公になりがちな逃亡犯が逃亡する

ストーリーが来られてしまう街の人々の側から描かれ、そしてその人々の日々は困り事と悩み事に

満ちている。どの人のストーリーであっても不足はない。 

 

作品「アレグリアとは仕事はできない」の中の一文も私の心を震わせた。『ミノべ（注：主人

公）は道具や機械が好きだった。彼らは、その特徴を研究し、うまく協調するようにしてやると、

どんなに態度の悪いものでもそれなりの範囲での力は発揮してくれるようになる。』には事務機器

に向き合う姿勢が似ていると感じた。ミノベとはちっとも似ていない自分だけど、道具や機械への

感情が見透かされているようで驚いたのだった。『そして自分が最も受け入れがたいことは一体な

んなのだろうかと考えた。それは結局、たった一人でこの機械はおかしい、と主張し続けること

で、それに一切の共感を得られないことだった。』と考えるミノべが他人とは思えなくなった。 

 

様々の作品の登場人物のだいたいがよく悪態をついている。口に出すことは少なさそうだが心の

中での罵詈雑言に辟易して本を閉じたくなる。実際に閉じて、しばらくしてまた開くのだった。自

分とは似ても似つかず、さっぱり違うなあと感じる登場人物がそのあとどうなって行くのかを知り

たくなるのだ。生きる環境に絶望して他人への批判の渦に巻き込まれながらもそれでも生きている

姿にいつの間にか励まされているのである。 

（のぶどう） 
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語り場 APIS と理事会の報告をします 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「語り場APIS 〜これからの私・これからのAPIS〜」と 

理事会の報告をします。 

 

２０２２年１２月１９日（月）１６時からの語り場APISには 

Zoom参加を含めて７名が集まりました。 

久しぶりの顔ぶれもあり、近況報告を交えながらこれからの自分と

APISについて話をしました。 

法人格を取る前の事務所から数えて４ヶ所目となる今の場所まで

活動拠点を持ち続けて２０余年になります。それ以前にも個人の自

宅を連絡先にCAP提供を始めていた頃の話も出て、対等な関係づく

りの工夫を続けてきたことを改めて思い返しました。 

 

新たな場所の提供の話もあり、協力したいという思いを受け取り

ました。 

もちろん個々の体験や思いはそれぞれですが、これまでAPISに関

わることで培ってきたものがあるので、そのことの拠り所となるよ

うな機会を持ち続けていきたいという気持ちを共有しました。 

 

１９時からは理事会があり、理事会としての方針を検討しました。 

「閉じるパワー」のある時に実行する方向で進めることになりまし

た。 

人とお金が無くなってしまう前に、個々のメンバーへの負担が過剰

にならないうちにNPO法人としての活動を完結させ、次の在り方に

進んでいきたいと考えました。 

法的には解散の手続きになるかと思われますが、具体的な手続きに

は分からないことばかりで、メンバー間でのイメージもバラバラな

ため、先ずは大阪市の担当部署に相談に行くことから始めます。 
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講師派遣①  活き活き働くためのコミュニケーション 
２０２２年１０月４日 

	
APISが「気持ち大切プログラム」を提供している『こすもすくらぶ』のスタッフ向けにコミュニ

ケーションの研修に行ってきました。スタッフの方々は利用者さんへプログラムを提供する中で、

自分たちの人権の大切さにも気付かれてきたようです。活き活きと働くためにも自分の気持ちに気

付くことはとても大切なことです。相手のことを思いやる気持ちが大きすぎて自分のことがないが

しろになったり、期待に応えられない自分がダメに感じてイライラしたり怒りを感じることは誰に

でも起きることです。そんな時、感情のまま行動するのではなく、少し立ち止まって冷静さを保つ

ことができるなら、イライラしたり怒りを感じる自分を受け止めることが出来ると思います。つら

いことや腹立たしいことを感じる力があるから幸せを感じることが出来るということは、コインの

表と裏のようなものですね。生きていると様々なことが起こってきますが、自分の気持ちに素直に

向き合えるようになりたいものです。                        （P） 

 

 

 

 

講師派遣②  ⼤阪法務局 ⼈権擁護委員男⼥共同参画問題研修 
「ドメスティックバイオレンス（DV）について」 

２０２２年１１月９日 

 

大阪法務局の講師派遣に行ってきました。私たちに講師依頼いただ

けるのは、ワークショップ形式の講座を求められているからだと自負

しております。 

ただ、一方的に話を聞くだけではなく、グループで話をして「ほかの

人の話を聞いて、気付く」ことが大切だと考えているので、この形式をとっています。APISで開催

している「わいわいトーク」「ゆるゆるトーク」も他の人の考え方・他の人の子育ての方法を聞く

場所になっています。人と話すことで、自分の子育ての選択肢を増やしたり、視点を変えるきっか

けになっています。「他の人の話を聞いて、気付く」ということは、どんな場面でも大切な事なの

でしょう。 

（マーガレット） 

■参加者の感想を紹介します。 

・ワークショップスタイルでとてもよかったです。相談者の気持ちをほぐすことがまず大事という

ことがよくわかりました。 
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・あっという間に時間が過ぎました。色んな人の意見を聞くことができ、気付かなかった登場人物

の気持ちに気付いたところもあり、参考になりました。色んな視点で人の気持ちを考えることが

大切だということを改めて感じました。ありがとうございました。 

・事例をもとに問題点、その背景、そのことについてのその人への関わり方についていろいろ考え

させていただく機会をいただきました。他の方の考えも聞かせていただき、とても勉強になりま

した。相談者からの話を聞き出す力、見つける力、考える力が向上したように思います。 

・ケースを考えることで、どのような対応を考えればよいのか、とてもよい機会になりました。相

談者に寄りそうというのは、なかなかむつかしいことだと感じました。 

・「人権の中身は時代により、変わっていく」との話。憲法の実現が出来ていない点と結び付けて

聞こうとしました。事例を考える、話し合うのは素晴らしいことでした。後でうまく整理してま

とめて下さりわかりやすかったです。 

・具体的な事例によるワークで、一つ一つの問題点がわかりよかった。 

・ケースとワークシートでのグループワークも様々な考えを聞けてよかった。多くの新たな気付き

がありました。 

 

講師派遣③  介護施設 ル・ロゼイ 介護職員初任者⼈権研修 
２０２２年１０月２３日	

	
介護施設「ル・ロゼイ」へ介護職員初任者人権研修に行ってきました。	
今回、参加者が少ないということで講座内容を組み立て直し、先ずは人権の基本が理解できるよう

にしました。	
	

■参加者の感想を紹介します。	
・人権はセンシティブな事なので、これからも学びを深め、

他者を思いやれる人間でいたいと思います。	
・人権という言葉を耳にする口にすることはよくありました

が、人権とは何か分からずに使っていたと思います。	
・仕事上では管理職という立場からどちらかと言えば効率性

を重視しがちなので、その中で働いている人達の気持ちを大

切にできているか又サービスを利用してくれている方の自己

決定を尊重できているかということについて気付きや考えさせられる事が多かったです。	
・「自分を大切に思えない人は他者も大切に思えない」と言われた言葉が納得でき胸に響きまし

た。講座に参加してよかったと思えました。	
	
講座無事終了の帰り道、阪堺電車のチンチン電車に揺れながら景色を楽しんできました。	
行きでも乗ったのですが、余裕がなくて楽しめてなかったのです（笑）       （K・S）	
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令和4 年度⼈権擁護⼠連絡会 スキルアップ研修「ヤングケアラーについて」 
２０２２年１０月２１日	

	
咲洲庁舎で行われた人権擁護士連絡会に出席してきました。	
最近よく聞く言葉ですが、認知度はまだ低く、聞いたことがあっても内容についてはよく分から

ない人が過半数を占めるようです。	
特に誤解されやすいのが“お手伝いと（ヤングケアラーの）ケアとはどう違うのか”についてで

す。お手伝いは子どもの経験を積み成長を育んでいくものですが、ヤングケアラーの場合は子ども

の年齢や成熟度に合わない・多すぎる作業・重すぎる責任を負わされています。その為に子ども自

身の健康問題、学習面の遅れ、社会性発達の制限、就労への遅れが懸念されます。	
そして、古い男女の役割分担の思い込みからかヤングケアラーの男女比に偏りがある調査結果が

出ています。	
当事者の子どもも「相談するほどの悩みではない」と相談しない傾向も

みられるようです。	
ケアの行為を否定するとこれまでしてきたことを否定された子どもは感

じてしまいがちです。それ故に声がけにも配慮が必要です。ヤングケア

ラーの解決には問題が多いため各所の連携支援がポイントとなるようで

す。	
子ども時代に子どもらしく生きられるよう子どもの人権が尊重されるこ

とを願っています。	
＊令和２年度「ヤングケアラーの実態に関する調査研究」より	

（たくわん）	
	
	
	

阿倍野防災センター⾒学 
２０２２年１１月１日 

 

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事業として施設見学会が企画され、市

立阿倍野防災センター「あべのタスカル」に行きました。 

「あべのハルカス」の近くにあるから「タスカル：助かる」なのだと、都島消防署から専用の大

型バスに乗って着いた場所で気づきました。「あべのフォルサ」の３階に施設はありますが、この

建物の地下と１・２階は阿倍野区民センターになっています。 

「体験型防災学習施設」の名前の通りガイドに連れられて巡る施設内では、様々な体験をするよ

うになっていて、徐々に災害時の心構えを作れるようになっていました。地震の時にはガスコンロ

の火を消すことは身についていますが、通電火災を防ぐためにブレーカーを落とすことは体験して

学びました。タスカルシアターで大阪湾から押し寄せる津波を想定した映像は、夫婦と小学生の

姉、就学前の弟の4人家族のうち生き残れたのは小学生の子だけというストーリーでした。 

見終わって切ない思いになりましたが、制作した側の危険を自分のこととして自覚してもらいたい

との意志を感じました。 
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当日の参加者は１４名と職員２人でした。 

後日のボランティア・アドバイザー連絡会で感想を話し

あった時に、見学会のこと以上にこれまでに体験した災害

時のこと、身近な人たちの体験談のこと、あらかじめ準備

しておくことが多く語られました。地域で安心して暮らす

ための大切な活動の機会となりました。 

（のぶどう） 

	
	
	
	

学び舎⽇記 
 
 二学期も終わります。が、相変わらず、教室の中はあまり良い状態ではありません。朗らかに過

ごしたくとも、私自身の感じ方としては、コンビニエンスストアの前でたむろし、騒いでいる子た

ちの中で一日中生活しているような、といったところでしょうか。 

 

 身体も心もしんどい時のリフレッシュ方法ですが、やはり一番は日常生活から離れる旅につきま

す。 

 年齢を重ねるほど、都会よりも自然の中や田舎にいきたいと感じるようになりました。 

幸い、学校という仕事場は、夏休みや冬休みは他の企業よりは長期休みがとりやすいです。半年前

ぐらいからあたためていた旅の計画を、実行します。大抵は一人旅。誰にも気をつかわず、思うま

まに行動します。急な予定変更も一人旅なら誰にも迷惑はかかりません。レンタサイクルでお城を

見たり、名物をたべてみたり。その土地のお酒を飲むのも、本当に楽しみです。 

また、旅の移動手段でさえも私にとってはとてもワクワクする体験です。飛行機や新幹線に乗る

事も大好きです。空港や駅には、すでにワクワクの空気がつまっていて、そこに行くだけで子ども

のような気持ちになれます。飛行機も新幹線も、席は必ず窓際。特に飛行機は、神様の見ている景

色だなぁとほぼ外を見ています。湧き上がる雲、上空から見下ろす日本地図のような大地、全てが

旅の素敵な思い出になります。離陸する前に、整備士さんたちが飛行機に手を振って下さるのも訳

もなくジーンと感動します。今年の夏の旅では、子どもみたいだなぁと思いつつ、勇気を出して小

さな窓から手を振り返すと深々とお辞儀をしてくださったのが印象的でした。旅にはお金もかかり

ますから、大きな旅はそうそう何回も行く事はかないません。そこで最近あみだしたのが、週末の

小さな旅です。ほんの少し足を伸ばして、身近な自然の中に日帰りで出かけます。京都や滋賀、和

歌山や兵庫、奈良や三重、まだまだ行ったことがない素敵な場所がわんさかとあります。先日は、

滋賀県の湖西にふらりと出かけましたが、赤トンボの飛ぶ湖や曼珠沙華の咲く田んぼのあぜ道に、

なんだか久しぶりにのびのびと深呼吸ができたのでした。 

 

 リフレッシュすると、小さくなっていた自分の視野が広がる気がします。同時に、カリカリした

気持ちも優しくなれる気がします。普段私に足りないのは、自然のパワーなのかな？この文章を書

きながら、考えています。                           （Ｇ．Ｍ） 
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APIS Instagram 

APIS の 活 動 記 録 	

２０２２年 10 月 ～ 12 月 
 

10 月 

４日（火） 講師派遣：こすもすくらぶ「気持ち大切プログラム」 

      ゆるゆるトーク「おひとりさまの断捨離」 

11 日（火） NL 印刷作業 

1３日（木） 講師派遣：こすもすくらぶスタッフ研修 

 NL 印刷作業 

17 日（月） 電話相談ミーティング 

19 日（水） 講師派遣：都島区更生保護女性会 

20 日（木） 定例ミーティング 

       ニュースレター№8９発行 発送作業 

2１日（金） HP ミーティング／ 人権擁護士連絡会 

23 日（日） 講師派遣：エムワン「介護職員初任者研修・人権」 

 

11 月 

１日（火） 都島区社協施設見学会参加 阿倍野防災センター 

4 日（金） 都島区社協ボランティア・アドバイザー連絡会 

9 日（水） 講師派遣：大阪法務局「管区内人権擁護委員男女共同参画問題研修」 

10 日（木） わいわいトーク「お金をどうやって貯めてる？」 

17 日（木） 定例ミーティング ／  SV 

21 日（月） こすもすくらぶ「気持ち大切プログラム」第3 クルー打合せ 

25 日（金） HP ミーティング 

 

 

12 月 

６日（火） ゆるゆるトーク「おひとりさまのクッキング①常備菜アレンジ」 

7 日（水） 都島区社協 ボランティア講座・交流会 スタッフ参加 

1２日（月） 電話相談ミーティング 

13 日（火） 講師派遣：こすもすくらぶ「気持ち大切プログラム」 

1５日（木） 定例ミーティング  

19 日（月） 語り場APIS /理事会 
 

 
 編集後記    

ニュースレター編集を担当し始めた

頃から比べると仕上げるスピードは格

段に早くなりました。担当したからや

らなきゃというより、こんな感じに仕

上げたいと思う方がやり方を覚えてい

くものなのですね。発行も残すところ

数回です。精一杯やりたいです。 

（H	N） 

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 

	


