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がら、手話通訳や点訳を勉強。障害者ボランティアを続け、
当事者への活動や障害のある人たちがより暮らしやすい地
域づくりに取り組みました。その中で今の NPO の前身とな
る団体を立ち上げ、本格的に活動を始めました。

地域ボランティアがいるからこそ
ボランティアの持っているチカラを結集！

メインボランティアが月に一度打ち合わせをして、アイデ
アを出し合ってメニューを決めます。主婦が多いので、長年
の家事経験による知恵や工夫を調理の場面でも発揮。寄附さ
れた食材も、美味しく活用します。

また、100 食近い食事の提供は、献立作りや調理のチカ
ラだけではできません。大きな鍋などの調理器具、大量の
食材、テーブルなどを地下倉庫から
出し入れし、手早く設営・撤収してく
れるボランティアは、仕事が終わって
駆け付けてくれる若手たちです。彼ら
はまさに、食堂の縁の下の力持ちだと
思っています。

多様な参加の仕方で活動を守るボランティア
ボランティアは、主体的なものである必要があると思って

います。だから、子ども食堂だけのお手伝いをする人もいるし、
NPO 法人の会員となり、会費を払い、法人が行っている活
動全般のボランティアをすることを選択する人などいろいろ
です。団体として、法人の中のそれぞれの活動も、どんな目
的で、何をしているのか、わかりやすく周知し、「こんなこと
がしたい」「こんな活動なら私にもできるかもしれない」など
の思いに応えやすくすることが大切なのかなと思います。

ボランティアと食堂参加費のこと
子ども食堂の利用料 300 円はボランティアも一旦支払うこ

ととしています。交通費相当分として１回 500 円をお支払い
していますが、労働対価的な金額では決してありません。

それでも、ボランティア皆で「お疲れさま」と互いに頑張っ
た達成感と共にねぎらい合いたいと思います。そうしたなか
でも、今後の活動にと寄附されるボランティアもいます。

老若男女が集う「地域食堂」誕生！
2014（平成 26）年 6 月にスタートした、いせはらみらいク

ルリンこども食堂。ボランティアとして地域で活動する中で、
子どもたちの居場所の必要性を感じ、「子ども食堂をやる！」
と決めて仲間に呼び掛けました。すぐにメンバーが集まり、
現在のメインボランティア約 10 名は、立ち上げ時に賛同して
くれた仲間です。年代は 40 ～ 80 代と幅広いですが、最も多
いのは 60 代以上の女性です。

食堂に来てくれる地域の方の中には、2 つの仕事を掛け持
ちしているが家計はぎりぎりで、経済的・精神的に苦しさを
抱える親子。また、企業に勤めるお父さんが、うつ病を発症
して仕事ができなくなったために、借金を背負って生活して
いる家族もいます。私たちは、学習支援活動と並行して子ど
も食堂を行っているため、生活が困窮する家庭であることが

「わかってしまうケース」もありますが、自然に気兼ねなく来
てもらえるようにしていこうとしています。

成人の方、高齢者、ひとりで来る方もいらっしゃいます。
家族で食卓を囲んだり、いろいろな食材を使った豊かな献立
で、楽しい食生活を体験することが難しい状況の人が多い社
会。300 円（高校生以下 100 円）で食べられて、食事を作ら
なくて良い日があったら、助かる家庭があると思っています。

福祉と地域づくりへの関心が原点
ボランティア活動のきっかけは、子ども時代にさかのぼり

ます。私自身は、普通の家庭に育ったのですが、時代的に
戦争によって孤児となった子どもが周囲にたくさんいて、支
え手のいない中での、自分と同じ子どもの暮らしの悲惨さに、
理不尽さや疑問を感じていたと思います。小学校 6 年生の頃
には、私は児童養護施設を創りたいと考えるようになってい
たんです。

結婚を機に、暮らすようになった伊勢原で、子育てをしな

いせはらみらい クルリンこども食堂
伊勢原市田中01

「では、始めさせていただきま～す。お待たせしました～」
ボランティアの船橋さんが小銭を受け取り、声をかけながら番号札を手渡す

見守り、支え合いにつながる場所

中
なかだい

台 和
か ず こ

子さん

クルリンこども食堂　代表
多世代
交流

地 域
交 流
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子ども食堂の運営
活動周知・啓発の重要性と助成金への考え方

民間企業から助成金を受けていますが、あくまで運営補助
と考えています。あまり助成金に頼ると、活動主体の私たち
自身が、「動かなくなる」と思うんです。食堂の代表として、
自分自身の足で動き、地域を回って活動を知ってもらい、支
援の輪を広げることを続けることが大切だと思っています。

誰にとっても起こりうる身近な社会の問題や、私たちのご
く身近に暮らす人たちの困りごとの現実、そして、ほんの少
しの寄り添いによって、支えられることをお知らせして、活
動の必要性を理解してくださる人を増やしたいのです。

今後、居場所づくりがより発展するために
会場となっている建物が耐震性の問題から取り壊しになる

ことが決まり、次の拠点を探す必要が出てきました。本来、
居場所はもっと身近に、たくさん必要だと思っているので、
市内のボランティアがそれぞれの居住地区で新たに立ち上げ
ることが進められればという願いも持っています。　

でも、「いせはらみらいクルリンこども食堂」は、学習支援
と並行して行ってきており、こういう居場所がいつでもオー
プンしていて、地域の人たちに活用してもらえたら、という
想いも沸いてきます。私も年齢を重ねていて、次に託すこと
も考えますが、町を歩きながら、ついつい、「ここいいなあ」
などと考えてしまいます。

居場所の運営について、私のようにいろいろ考えている人
がいるのではないかと思います。より良い居場所が地域社会
に広がり、豊かな運営がされるためには、知恵を共有できるネッ
トワークがあるといいなあと思います。実際、県央エリアでも
市が違うと社会資源や行政の仕組みが全然違います。市を越
えて、それぞれの居場所づくりを高め合えたらと思います。

鵜飼  恒雄さん（財務担当理事）
元県社協職員。伊勢原市役所職員時代に伊

勢原市社協へ出向していた時、NPO の前身と
なる団体で活動していた中台さんと知り合いま
した。市社協の会議室でやっていた勉強会に
顔を出すうち、団体の一員に。法人格を取る時の定款作成など
を担当しました。子ども食堂や学習支援のスタート時には、資

所在地
TEL/FAX
E メール
理事長

開設年月日
会員数
運営財源

訪れた人と顔見知りに
なり、声掛けをして、困
りごとなどに気づくのも
ボランティアの力

伊勢原市田中 256 番地の 1-301
0463-95-6665 
office@tiikifukusi.com
宮森　孝史

1992 年　任意団体として発足
94 名
会場費＋ガス代等、経費は参加費と民間助成金でまかなう。
食材や消耗品の寄附、フードバンクにも助けられている。

団体の概要

金調達のため年間 10 ～ 15 件の助成金申請をしたことも。現
場は女性が多いですが、法人理事・監事には男性も多く、自身
は経理担当として組織を支える活動を続けています。

谷亀  弘美さん、治海さん（8歳）
子どもが小学生になってから、スタッフの

方からの紹介で利用するようになりました。
ここは職場から近く、かつ放課後子ども教
室「児童コミュニティクラブ」からも近いので、仕事の後に、子
どもを迎えに行きがてら立ち寄ることができます。月に 2 回、夕
飯の準備をしなくてよいのはとても助かっています。子どもの好
きなメニューはカレーだそうですが、家では食べなかったサバの
味噌煮なども、この食堂のおかげで食べるようになったんですよ。

齋藤  美和子さん
折り紙が趣味で、オリジナルの作品を考えて

作り、毎回持ってきています。今日は伊勢原市
公式イメージキャラクター「クルリン」と、色紙
を重ねて作る独楽。もともと作るのが好きで、お

子さんたちが喜んでもらってくれるから、毎回楽しみになってし
まって。ご自由にどうぞ、とまとめてスタッ
フの方に渡すのですが、手に取った子ど
もたちが「ありがとう！」と直接言いに来
てくれて嬉しいですね。

PROF I LE

認定 NPO 法人 地域福祉を考える会

子ども同士の交流

家族対応

相談

ネットワーク・協働

支援者との交流

就労支援

生活支援

学習支援

1

2

3

3

3

3

3

3

活動の自己評価

ＮＰＯ法人地域福祉を考える会　副理事長兼事務局長。「人の役に立つ」
を原点とした長年の活動が認められ、「神奈川県障害者自立生活者・自立
支援功労者」の知事表彰を受賞（2019 年 10 月）。プライベートでは撮
りためた海外ドラマを見るのが楽しみ。特にサスペンスドラマがお気に入
りで恋愛ものは苦手。旅行も好きで「まとまった休みがとれたら温泉に。
美味しいものを食べたりして、リセットする。それが元気の源」と微笑む。
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“臨
りんざい

在”＝誰とともにあるか
教育の原体験は２つあります。１つは、予備校で受けた

物理の授業。講師の圧倒的な “ 知性 ”、そして物理そのもの
をおもしろがる彼らの授業は、学問に対する敬意を抱かせる
には十分な体験でした。もう１つは、身近に社会のフロント
ランナーがいる環境で育ったこと。彼らと食卓を囲み、些細
な会話の中でたくさんの問いを抱かせてくれました。“ 勉強 ”
と“ 学び ” の間 を埋めてしまう人の存在。学問とはこういう
ものなんだ、という本質を伝えてくれた人がいました。たくさ
んの質の良い問いを持つ人間が身
近にいれば、自ずとそういう人間の
影響を受けるのです。だからこそ、
この “ 臨在 ”（誰とともにいるか）が、
教育には大切なのだと思っている
し、僕もそういう存在を目指してい
ます。

教育においてのジレンマ
経営的には、規模を大きくしないと安定しないと思いま す。

でもこうした「地域の学び場」を大きくすると、学校のヒエ
ラルキーがそのまま持ち込まれる可能性がある。そうなった
とき、学校以外の場で居心地の良さを感じたい子たちの行き
場所がなくなる可能性があります。規模拡大と教育の「濃度」
については考えていましたが、子どもたちの居心地、という
観点は、実際やり始めてから気が付きました。

立ち上げて４年目になりますが、補助金や寄附には頼って
いません。無料では続かないし、どこかで無責任になってし
まうので、価値があると感じてもらえたらきちんと対価を払っ
てもらうという考え方です。ただ家庭の状況を鑑みて、特例
を設けたりはしています。

“やさしい”ヤンキーになれ
実はヤンキーって、最強のアクティブラーナーなのではな

いかと思っています。「なぜ茶髪にしちゃいけないの？」とルー 
ルに対して問いを抱き、忖度せず疑問をぶつけて、ときには
アクションにまでもっていく。そう考えるとヤンキーっていい
ことなんじゃない？と（笑）。今は、大人も子どもに対してぶ
つからないし、子どももぶつかってまでやりたいことがない 
から、疑問も持たない。そんな子が多くなっていく社会が果 
たしていいのか、危機感はあります。

2011 （平成 23）年に東日本大震災が発生し、NPO 法人
で学習支援ボランティアとして活動していた頃、宮城県の漁
師まち、女川町には、「ヤンキー」的な子どもたちがいました。

おでん屋で塾
“ おでん屋 ひなた ” は、常連さんがよく顔を出す「まちの

居酒屋」です。大学生１年生の４月からアルバイトを始めま
した。「いつかは自分で塾をやりたい」と思っていましたが、
当時は学生だったのでお金もなく、どうしようかなと思ってい
たときに「店の奥の工房を使っていい、おでん屋で人が集ま
ればどこでもやれるよ」と背中を押してくれたのが店主の卓
さんです。その言葉を受けて４年前のお店の定休日に、知り
合いの高校生３人を生徒にして陽向舎がスタートしました。

場所代は最初の２年間は免除。大学卒業と同時に「社会
人になったから」と言われて月に３万円を払っています。そ
ういうところが卓さんの素敵なところです。 

バイトの “きよと”、塾では先生
本当に大切な学びはマニュアル化できないし、対話の中で

しか生まれないと思っています。明日の彼らの状態がどうな
のかなんて今日は分からないわけで、ある種行き当たりばっ
たりとも言えます。でも、だからこそ僕も日々勉強しているし、
勉強してきたという自負があります。例えば、子どもから「人
口が減るってほんとに悪いことなの？」という問いが出た時に、
僕が何を話せるかということ。そのために意識的にさまざま
なコミュニティの、さまざまな立場に身をおいています。おで
ん屋での「きよと」だったり塾の「先生」だったり。最近は、
ある企業の経営企画も手伝っています。 僕との会話を通して
彼らの視座を高めてあげられたら、 その会話は単なる雑談で

はなく、対話になります。こ
こでは、ちょっとでも頭を使っ
て帰ってくれればいい。た
だ、「学校の成績が伸びなけ
れば、（親御さんに）ここを
辞めさせられるよ」と言って、
勉強もさせています（笑）。

陽向舎　ひなたや
藤沢市辻堂02

“朝勉”の風景。テスト前の部活が休みの時には、６時から勉強、７時に朝ごはんを
食べて、学校に行く。「朝飯食いに来い」と誘っている

栄養バランスのとれた食事は
阿曽沼さんの手作り

JR 辻堂駅 3 分ほどの小さな路地裏に
「おでん屋 ひなた」はある。
右は、店主の濱田 卓也さん。

社会をシャッフルする学び場

阿
あ そ ぬ ま

曽沼  陽
き よ と

登さん

陽向舎　代表

学 習
支 援 相 談

居場所
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ボラ ンティアの大半は、「子どもたちは傷ついているから、全
部言うことをきかなきゃいけない」という考えが主流でしたが、
ぼく自身は本音で子どもたちにぶつかって話を聞くようにし
ていたら、ボランティア期間終了後も残って欲しいと誘われ、 
そのままスタッフとして、約１年間活動しました。

“社会をシャッフルする”学び場
先日、中央官庁の若手キャリアの友人に特別授業に来ても

らい、テクノロジーの発展の中で法律を規制する意味や仕事
の楽しさ、日 ど々んなことを考えているかを話してもらいまし
た。講師が帰った後、ある生徒が「ああいう人でもコーラっ
て飲むんですね」と。大人が意図する感想とは全く違うかも
しれませんが、これはものすごく大切な気付きだと思ってい
ます。おそらく彼らが「普通に」生きていれば出会わなかっ
たであろう、官僚という職業の人間と、ひとつの机を囲み、
話し合う。決してレベルの高い質疑応答があったわけではな
いですが、この生徒は、シンプルに社会に対する「手触り感」
のようなものを手に入れることができたのではないでしょう
か。これがぼくが考えている「社会のシャッフル」です。

今の「教育現場」はいろんなコンテンツが出てきていて、
飽和状態です。授業料の比較的高い民間教育とその逆の無
料学習塾は多くありますが、“ その間 ” にいる多くの子たち
に対して、意外とちゃんとしたフォローができてないんじゃな
いか。うちが出来ているとは言い切れないですが、選択肢と
しては絶対にあった方がいいと考えています。

今日の特別授業では学習アルバイトの大学生２人が話をし
ます。これまで何をしてきて、それが今の人生にどう影響を 
与えているのか。自分の言葉で、自分の観ている世界を説明
する。彼らにしか話せないこと、世界の切り取り方があるは
ずです。陽向舎の強みの１つは、社会的にステイタスのある

所在地
事務局
E メール
WEB

代表者
開設年月日

大学生が「自分の人生」を小中学生にプレゼンする特別授業

集団個別学習の風景。
この日は、小学6年生と
高校３年生が同じテー
ブルに並んでいた

辻堂校：藤沢市辻堂 2 丁目３-9（おでん屋 ひなた内）
鎌倉校：鎌倉市佐助 1-15-13（味噌屋 鎌倉 Inoue 内）
inofo@hinata8.com 
https://www.facebook.com/ 陽向舎
-hinataya--1858427304395895/
阿曽沼　陽登
2016 年 4 月

平日17:30-21:30　土日 10:00-13:00 特別授業 月1回
30 名（辻堂 20 名、鎌倉 10 名）※小 2 ～高 3　
学習アルバイト２名
1回 小学生 2,000 円、中学生 2,500 円、高校生 3,000 円
90 分　月 4 回　
特別授業　2,000 円 / 回　※受験生は別途料金あり
なし

活動日
生徒数
スタッフ
利用料金

助成金

団体の概要

人も含め、ここにきている色々な人たちとコミュニケーション
をとれること。人とのつながによって人生や社会がシャッフ
ルされるきっかけを生みたいのです。　

これからのこと
今は、飲食店と学習塾部分が分離していますが、今後は、

もっと混在させて、色々な人が集える場所の中に塾がある、
という状態にしていきたいと思っています。そして、来た生
徒がもっと自由にプログラムを選べるようにしたいです。今日
は勉強しようとか、今日はあの人の話を聞こうとか、今日は
ニュースについてみんなで話してみようとか…。おそらくそう
いうものが、“ 学校 ”になっていくのだと思います。

丸山 璃久さん　大学１年　
陽向舎には、高校１年の時に通い始めまし

た。通っていた高校から近く、誘われたのが
きかっけです。第一印象は、アットホームで、
普通の塾じゃないなということ。ここでは、
自分の知りたいことが、それに関連することにまでに拡げて教え
てくれる場所なんです。衝撃的だったのは、高３の時の政治経
済の授業。１時間半くらい“需要曲線”にまつわる背景を教え
てもらいました。正直、最初は考えることが辛いなと思いました
が、分からないことを考えたり、自分で知ろうとすることが、陽
向舎に来る意味だと思っています。大学生になった今は、月１
回の特別授業のときに手伝いに来ています。

PROF I LE

岡山県倉敷市出身。慶應義塾 SFC 卒業。医学部を目指して多浪後、
挫折。北海道にて住み込みで酪農業に従事。2011年の東日本大震災
を機に、宮城県女川町で NPO 法人カタリバを通じて、被災した子ど
もたちの学習支援に関わるようになる。 24 歳で大学入学、2018年
卒業。現在は、いくつものコミュニティを“はしご”しながら、教育の本
質について考え、さまざまな活動に取り組んでいる。2019年ダボス会
議グローバルシェイパーズに選出。

陽向舎　ひなたや

子ども同士の交流

家族対応

相談

ネットワーク・協働

支援者との交流

就労支援

生活支援

学習支援

02

3

2

3

2

3

活動の自己評価

3
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ケーションがうまくとれず、授業も理解できないため、次第
に教室で孤立していくこともあります。

また、このような子どもたちの課題は学校生活だけではな
く、貧困や複雑な家庭環境などさまざまな困難を複合的に
抱えている場合が多い状況です。

子どもの生活を支える
学習支援 ~ ありのままの自分を出すことから始める

学習支援の開催日は、子どもたちが大勢やって来ます。
テーブルと椅子の数には限りがあるので、中学生以上の子
どもたちは、小学生の勉強時間が一段落するまで待ってい
て交代します。勉強を教えてくれるのは、退職した校長先
生を含む元先生たち。彼らは今でも子どもに勉強を教える
プロであり、子どもの話を聞くプロです。

子どもにとって信愛塾は安全で安心して過ごせる「居場
所」です。母語を話せて、日本語も学べて、ありのままの
自分をさらけ出すことができるから。様子を見に来られた小、
中学校の先生たちが、学校での子どもたちの様子と信愛塾
での様子があまりに違うのでびっくりされたりすることもあ
ります。勉強の後は、近所の公園でスポーツをしたり、音

信愛塾が大事にしていること
「子どもたちが信愛塾から離れていく日のために、本当の

力、本当の自信をつけて成長していくための支援をしていき
たい」。信愛塾が一番大事にしているのは「命を守ること」。

当たり前のことに思えるかもしれません。でもここに来る
子どもたちの中には、食べていない、寝ていない、など命の
保障がされているとは言えない子どもがいます。

信愛塾は、支援対象の子どもの範囲を決めず、子どもの
生活に丸ごと関わります。年齢の制限などは作らず、どの
子も来られるよう、学習支援も相談も無料にしています。

信愛塾のある地域
信愛塾は、1978（昭和 53）年に在日韓国・朝鮮人の子ど

も会として横浜で誕生しました。在日大韓基督（キリスト）
教会の活動からの始まりで、クリスチャンが運営の手伝い
をしていました。私自身もクリスチャンで、1983（昭和 58）
年からボランティアとして勉強を教え始めました。

この地域は、中華街や伊勢佐木町、寿町に近く、昔から
韓国・朝鮮人をはじめ多くの外国人が暮らしてきた場所。
近年、外国人が急増する中、近隣の学校では外国にルーツ
を持つ子どもが生徒数の 57.5% のところもあります。横浜
市中区は 8.7 人に 1 人、南区は 18.3 人に 1 人が外国籍の住
民であり、街を歩くと外国語が日常的に耳に飛び込んでき
ます。

信愛塾に来る子どもたちも、中国やフィリピンなどアジア
の近隣諸国・地域からの子どもが急増しています。先に来
日していた親が呼び寄せ、小学生・中学生の年齢で来日す
る子どもも多く、まず、言葉の壁にぶつかります。言葉や遊
びなどの文化や育った環境も違う中で、友達とのコミュニ 学習支援の様子

信愛塾が子どもに寄りそい、親に寄りそい、家族に寄りそう。
親子同士が寄りそう。学校の先生が生徒に寄りそう。地域

の人が信愛塾に寄りそう。行政が状況に寄りそう。
寄りそう 2 人のシルエットは肌で感じて体で行動する信愛

塾の在り方、信愛塾に関わる人の在り方を表しています。
そしてもう1つ。「子どもの居場所を作る」「日本にきた家

族が生活を営むことができる環境を築けるよう、社会や行政
に発信する」という信愛塾の‘両輪’としてずっと続けてきた
2 つの活動も表しています。寄り添い、手をとりあっているよ
うな 2 人の人の形をしたロゴマークにはそれらの意味合いが
込められています。

（信愛塾ホームページURL　http://shinaijuku.com/ より転載）

在日外国人教育生活相談センター　信
し ん あ い じ ゅ く

愛塾
横浜市南区03

「子どもの命を守る」
いろいろな国の子どもたちの居場所

信愛塾のロゴマーク

竹
たけかわ

川 真
ま り こ

理子さん

ke
y p

ers

on

信愛塾　センター長

学 習
支 援 相 談

居場所
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所在地　
TEL/FAX
WEB
代表者
開設年月日
利用人数

横浜市南区中村町 1-1-12-101
045-252-7862
http://shinaijuku.com/
理事長　李 明忠
1978 年
学習支援／年間延べ 2,200 人、
生活相談 800 件／年

補助金はなく、全て寄附金などの自主財源で運営。信愛塾の活動に賛
同し、毎月1,000 円を寄附してくれる人などに支えられている。

日本に暮らす外国籍および外国にルーツのある子どもたちに「居場
所」を利用した学習支援や、その保護者を主な対象に伴走型教育生
活相談事業などを行う。活動の中で、言葉や生活面で困難を抱えて
いる在日外国人や外国にルーツのある若者の自立を促し、彼ら・彼
女たちの内包する活力を地域社会に発揮できるようにしている。

運営財源

活動内容

団体の概要

る中、最低賃金以下での長期雇用や労災保険にも入ってい
ないなど、劣悪な労働環境で働いていたことが関与して初
めてわかることも多くあります。

生活相談の分野は、DV、在留資格、離婚、進路・進学、
生活困窮、医療などに広がり、相談件数も毎年増加していて、
年間 800 件を超えています。相談対応の時間や場所もさま
ざまで、早朝や夜間、役所や学校が休暇期間中の時もあり
ます。

日本人も含め、生きづらい状況がさらに悪化してきている
と感じていますが、日本人との大きな違いは、在留資格の
問題があることです。働けるのかどうか、生活保護を受けら
れるのかどうかなど、生活そのものに大きく関わってきます。
永住権の取得には、経済的な安定などの要件が必要ですが、
満たされていない家庭が多い現状です。

相談の内容は複雑で、専門性も必要とされ、児童相談所、
教育や福祉などの行政機関、弁護士、保護司、行政書士、
学校、保育所などとの連携は欠かせません。

子どもや若者との関係性を育てる
生きづらさを「信頼」関係が救う

12 歳で日本に来たフィリピン人の女性は、20 歳になりま
したが、今も、生きることが怖いと言います。アルバイトを
していても、フィリピン人だというだけでいじめられ、大学
への進学も夢見たけれど叶わなかった。この女性は、今も
他の大人や子どもが信愛塾にいると入って来れません。抱

PROF I LE

国家公務員として勤務していた時に、ボランティアで信愛塾に関わり、現在はセンター
長として子どもたちや親の支援にあたる。子どもや親の「生活丸ごと」を支援の対象
として、必要があれば曜日や時間も関係なく対応する関わりを続けて、26 年が経った。

「ここでは子どもたちが常にたくさん集まるので、時には落ち着かないこともあります。
でも、そういう場であるからこそ、子どもたちとの交流が密接に生まれ、私自身の成長
につながっている。だから今まで活動を続けられてきた」とにこやかに語る。

スタッフ兼デザイナー。信愛塾のロゴマーク作成や情報を発信し続ける
ホームページも福島さんの手によるもの。信愛塾に関わって 3 年目。「竹
川さんを取材した新聞記事を読み、こんなすごい人がいるんだ、と信愛
塾に来ました。ここに関わっていると問題意識がどんどん生まれてきて、
毎日衝撃を受けています」と語る。はにかんだような優しい笑顔の持主。
子どもたちと張り合って中国語での掛け算の九九をマスターした。

ＮＰＯ法人在日外国人教育生活相談センター・信愛塾

楽や美術に親しむなどして楽しく過ごし、学校などでの緊
張から解放されていきます。

また、信愛塾には、ここで育った先輩たちも訪れます。
通訳やボランティアとして活躍している先輩がいて、母語を
気軽に使える場となると同時に、彼らの姿が、子どもたちに
はロールモデルとして映っていると思います。

子どもたちは、日本語を少しずつ理解できるようになると
理科や算数などの教科学習にも興味が湧いていくようにな
ります。やがて、高校や大学受験へとつながっていく。この
プロセスを経て、自分に自信を持てるようになり、自己肯定
感を取り戻します。最近、フィリピン人の女の子が「竹（竹
川）先生は、みんなを愛してくれる。だから、ここは心地い
い !」と言ってくれました。

生活相談 ~ 生活の中のさまざまな相談に対応
信愛塾では、学習支援などの子どもの居場所とともに、

多言語対応の生活相談を行っています。子どもたちの抱え
る困難は、そのまま保護者の課題につながっているので、
保護者も支えることが必要になります。保護者からの相談
は、仕事や在留資格、役所の手続きなどさまざまです。

最近も「日本人の夫が亡くなり、自分だけで、日本語で
相続や年金などの手続ができないから一緒に区役所に行っ
てほしい」という相談がありました。仕事関係の相談も多く、
フィリピン人の母親からの労働災害関係の相談が入りまし
た。ホテルのベッドメイクやその他さまざまな仕事に従事す

竹川 真理子さん スタッフ　福島 周さん
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えているものが多すぎて、自分自身でも受けとめられないか
ら、他者に吐露することも難しいのです。リストカットなど、
自分自身を傷つける行為に及ぶ若者も少なくありません。

生きづらさを解消することは容易ではないけれど、信愛
塾では、子どもの話に全力で耳を傾けます。たとえ子どもが
嘘をついているとわかっても聴きます。嘘をついていること
はわからないふりをしてでも聴きます。あなたを理解しよう
としている、ということを示します。

他者を信頼できない。それは、子どもや若者に常に不安
をもたらします。だから、子どもの話を聴くとき、10 のうち
9 は聴き、1 つ分だけ私自身のことを話します。寄り添い、
受けとめ、少しずつ「信じて頼る」ことができる信頼関係を
作っていこうとしています。

コミュ二ケーションを豊かにする
信愛塾では、中国語、英語、韓国語、タガログ語、日本

語などさまざまな言語が飛び交ってにぎやかです。すべて
の言語が理解できるスーパースタッフというわけにはいかな
いけれど、子どもたちとコミュニケーションができるように
と、中国語の九九を覚えたり、いろいろ工夫をします。実際、
子どもと共有できることがあると、子どもとの距離が一気に
縮まって関わりが深くなっていきます。

信愛塾の子どもは、あいさつもできない、と言われること
もありますが、教えてあげればできます。あいさつができれ
ば、スタッフとも、信愛塾以外の場でも、人との関係が取り
やすくなります。コミュニケーションが取れる力をつけるこ
とは、大事な使命だと思っています。

誤った情報による子どもへの影響防止
子どもたちの保護者が日本語を理解できない場合、外国

人同士の小さなコミュニティからの情報のみを頼りにしてし

まう場合があります。小さなコミュニティはそこで完結して
しまっているから、誤った情報の修正ができません。この情
報に、子どもたちが影響を受けてしまいます。例えば、「定
時制高校は進学先にふさわしくない」という情報を保護者
が得てしまったとき、「○○高校の定時制はとてもいいです
よ」と言っても受け入れてもらえないし、定時制に限らず、
自分で目標の高校を決めて勉強していても「○○高校でな
いとダメ」と保護者に否定されて自己肯定感が低下してし
まうこともあります。

情報については、保護者だけではなく子どもたちも同じ。
スマホを持っているけれど、日本語が未熟な子どもが使うと、
適切な情報入手ができていないこともたびたびあります。こ
うした問題は、私たちの目の届きにくいところで起きやすく、
視点として持っている必要があると思っています。

ネットワークが活動を豊かに
子どもや保護者の抱える困難は大きく、それぞれ違います。

信愛塾だけでは解決できないことばかり。だからネットワー
クはとても大切です。

神奈川県弁護士会には外国人部会があり、法的なことで
アドバイスを頂いています。民生委員児童委員とも協働して
いるし、最近は、保護司とのつながりもできました。他にも
市役所（福祉、人権、教育など幅広い分野）や大学などと
も連携しています。

長く活動を継続する中で、在日外国人の支援に理解が得
られなかったこともありますが、協力者も確実に増えていま
す。私は常に「子どもの利益が優先」と考えているから、あ
れこれ考える前にすべきと思うことをするし、周りが動かな
いなら自分で！と解決したこともあります。でも、今は関係
機関側から相談されることも多くなり、協力して、子どもの
利益のために活動できることはとても嬉しく思っています。

在日外国人教育生活相談センター　信愛塾03

（左）修学旅行で横浜に来ている小学生に向けた
「共生」についてのお話会

（右）夏休みの料理教室。1 人でも簡単な食事を
用意できるように、サンドイッチ作りに挑
戦しました
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活動の自己評価

専門機関との連携以外にもつながりはたくさんできまし
た。今、高校内カフェができていて、カフェを運営する
NGO などが学校と協力して子どもたちへの支援をしていま
す。こうしたカフェの運営団体が、信愛塾にも果物などを提
供してくれています。また、今年の 1 月から中華街のキッズ
レストランがご飯の支援をしてくれて、職員が自転車で取り
に行って子どもに提供しています。食の協力の例を紹介しま
したが、子どもはおなかがすくと我慢できず、つい万引きし
てしまう子どもがいます。空腹が解消されればいいわけでは
なくて、心も満たされないと横道にそれてしまいます。おな
かも心も満たすような関わりを、信愛塾と関係機関で連携し
ていきたいと思っています。

子どもたちが自信をもって生きていける世の中へ
信愛塾は、昨年創立 40 周年を迎えました。当初は、在

日韓国・朝鮮人の子どもたちが自分たちの文化に誇りを持
ち自立してほしい、基礎学力を身に着けてほしいという保護
者たちの願いから活動が始まりました。以後、在日外国人
と日本人が出会い、お互いを知り、支え合い、共に生きる
社会を目指す活動の場として成長してきました。

外国にルーツを持つ子どもたちが生きづらい状況は、今
も昔も変わっていません。今年４月の出入国管理及び難民
認定法の改定により、子どもや親を取り巻く環境は大きく変
化していくことでしょう。その社会状況の中、「子どもの命
を守る」ことを一番に、子どもたちが自分のルーツを否定せ
ず、自信をもって生きていけるよう、今後も世の中のまなざ
しを変えていきたいと思っています。
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在日外国人教育生活相談センター　
信愛塾

活動のプロセス

「宿題をしましょう！」
スタッフが覚え始めた中国語で伝えると、元気よく「ヤダー！」

・昨今は、日本人も含め、生きづらい状況が
さらに悪化してきている。

・その中、外国にルーツを持つ子どもたち
は、言葉や文化の壁があり、学校や地域社
会だけでなく、家庭環境にもさまざまな
困難を抱え、緊張やストレスを強いられ
ている。

多くの外国人が暮らしてきた地域だが、近年、
近隣の学校では外国にルーツを持つ児童生
徒が半数を超えるところもある。

家でも学校でもない「居場所」で、子どもの母
語による学習支援や保護者の生活相談に対
応して子どもや保護者たちを支えている。

学習支援／年間延べ 2,200 人利用
生活相談 800 件／年
※伴走型の教育・生活・人権に関わる相談

 事業を無償・多言語で行っている。

信愛塾で学習して支えられた経験を持つ子
どもたちが大人になり、今は子どもたちを支
援する立場になっている。
子どもたちは、通訳やボランティアとして活
躍している先輩をロールモデルとして将来の
夢を膨らませている。

長く活動を継続する中で、協力者も確実に増
え、関係機関と協力して子どもたちへの支援
をしている。
在日外国人と日本人が出会い、お互いを知り、
支え合い、共に生きる社会を目指す活動の場
として成長してきている。
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げた当初から、チャイルドケアとも連携し、一緒にそういう
家庭、子どもや保護者を支えてきました。たまめし食堂は、
そういうつながりから発足しました。

たくさんいた “こども食堂”やってみよう！
という想いの人たち

こども食堂をやってみようと私たちが発想した同時期、大
和市立病院の小児科医や、大和市役所の職員など、さまざま
な関係の人たちの中に「こども食堂をやってみたい」という
声が上がっていることがわかりました。このことは、私たちが
“こども食堂 ” を始める大きなパワーになりました。いろんな

「やりたい想い」や「ノウハウ」をもっている人が集まる機会
をつくり、なんと、初回の集まり時に、「まずやってみよう！」

「やってから考えよう！」と、第１回こども食堂開催日を決定。
会議から２、３カ月後の 2016（平成 28）年７月23日に「た
まにはみんなでごはんでも食べよう」と“たまめし食堂”がオー
プンしました。会場はワンピース。小さなキッチンを使って
の調理です。メニューはカレーライス。大人５名、子ども14
名の参加でした。参加費は子ども無料、大人 200 円で、家
が遠い子は車で送り迎えもすることにしました。

長年の地域との関わりのなかで見えていた
「来て欲しい子どもたち」

たまめし食堂には、長年チャイルドケアやワンピースで関
わってきた「ぜひ来てほしい」と思う子どもたちやお母さん
たちを誘いました。妊婦の頃から関わり、赤ちゃん誕生後、
沐浴から離乳食とずっと手伝ってきたお母さんや子ども、病
気で寝たきりの母親に代わって毎日保育園に連れて行った子
など、10 年以上のつきあいのある子どもたちが、小学生や中
学生になって来ています。

親子で来る家庭もいれば、子どもだけで参加して、その間、
お母さんはホッと一息という利用の仕方をする家庭もありま
す。思い思いの利用の仕方でよいのですが、子どもだけで参
加ができない場合は迎えに行く
ようにしています。毎回の利用
者は 30 人くらい。ひとり親家
庭が半数以上です。最近は市
の家庭子ども相談からの紹介も
多くなってきました。月に１回
でもたまめし食堂に来ることで、
つながり続けられること、どう
しているかがわかることがとて
も貴重だと思っています。

長年の地域活動から “たまめし食堂”の発足に！
「地域の子どもと子育て家庭を支えたい」（永井さん）

2000（平成 12）年、子育て支援の NPO 法人「チャイル
ドケア」を立ち上げました。就学前の子どもたちと保護者が
交流し、子育ての相談もさりげなくできる「つどいの広場事
業」は、私たちが子どもたちの預かり等をする中で、母親か
ら井戸端会議ができる場所が欲しいとの声を聞き、大和市内
２か所で市からの委託事業として実施。2007（平成 19）年
からは、虐待等、課題のある子どものいる家庭への「養育支
援訪問事業」にも携わるようになりました。

たくさんの親子との関わりを通して、「地域の子どもたちと
その家庭を支えたい」という想いが強くなって、時には居場
所で、時には家庭に訪問して、子どもたちやお母さん達との
関わりは、いつの間にか、私のライフワークになっています。

産前産後の子育てに戸惑うお母さんに寄り添ったり、生
活課題がある家庭にお惣菜を持って訪ねたり、活動は続い
ていますが、“ こども食堂 ”という取り組みが地域社会に誕
生していることを知って、また、ひとつ新しいチャレンジを
することになりました。

「大和市社協のボランティア養成研修受講をきっかけに
地域デビュー」（滝本さん）

25 年程前、４人の子育ての真っ最中、大和市社協が主催
したコミュニティカレッジを受講しました。社協の佐川さん
ともそれ以来だから、ずいぶん長いお付き合いになります。

子どもが健康に育つために、家庭の果たす役割が大きい
ですが、子どもを育てることが難しい状況にある家庭が増え
てきたことを 10 年ほど前から深刻に感じていました。その
ような支援が必要な家庭については、ワンピースを立ち上

食事の前後は思い思いに遊んで過
ごします。おやつを配るお手伝いを
する子も

永
な が い

井 圭
け い こ

子さん 滝
たきもと

本 美
み ち る

知留さん

たまめし食堂＋たまふろ
大和市鶴間04
地域のみんなの心と関係を育てる

ke
y p

er
so

ns

子ども
食堂

NPO 法人ワーカーズコレクティブ・
チャイルドケア　理事長

NPO 法人サポートハウス・
ワンピース　理事長



15

“たまめし食堂”に来ている子どもたち
Aくん（小５）　父子家庭で、新生児の頃から養育支援として
関わる。乳児院への入所により一度関わりが切れ、自宅に戻
りまた関わったが、小学校入学後、支援としてのつきあいが
なくなった。今後の心配も多く、ずっと気になっていた。「た
まめし食堂に来てもらえたら、会える関係が続けられる」と思
い誘った。一時は親子げんかが絶えなかったが最近はたまめ
し食堂でも父の愚痴を聴きつつ、子どもの成長を一緒に喜ぶ
ことができるようになった。

Bくん（小６）　母親が妊婦の頃からの関わりで、沐浴からずっ
とサポートしてきた。本人も母親も他者との人間関係を築く
ことが苦手で、母親自身が施設で育ち、子どもの育て方も分か
らない状態の中でやってきた。たまめし食堂には本人はもち
ろん母親にも来てほしくて誘った。参加し始めた頃、母親はス
タッフへのあいさつすらできなかったが、今では他の人と話し
手伝う様子も見られる。本人も新しい人と関われるようにな
り、人間関係が広がった。また、初めての場所が苦手な本人が、
たまめし食堂の会場であるワンピースでは落ち着いて過ごせ
たことから、ワンピースの利用にもつながった。

Cくん（中１）　母子家庭だが、保育園に母親が連れていくこ
とができず、チャイルドケアで送迎をしていた。小学校入学
に伴い送迎の関わりはなくなったが、放課後１人で過ごす様
子も目立ちずっと心配だった。家で食事を取れていないこと
も多かったので時々食べ物は届けており、たまめし食堂にも
誘った。食堂には親子で参加している。毎月参加しているわ
けではないが、参加した時はお手伝いする様子も見られ、下の
子どもたちと遊び、“たまふろ”の際にはリーダーシップを発揮
する一面も見られるようになった。

“たまめし食堂”への地域からの応援
ボランティアは、私たちの地域の知り合いが中心ですが、

市や市社協からの紹介等もあります。

所在地　

TEL
WEB
代表者
開設年月日
スタッフ

寄附でいただいた品々。みんなで
持ち帰ります

大和市下鶴間 2777-5
コンフォール鶴間 1 階
090-6952-8255
http://tamameshishokudo.blogspot.com
永井 圭子
2004 年 4 月 1日
24 名

たまめし食堂 >
開催日時：原則として毎月第４日曜日　12:00-14:00
開催場所：NPO 法人サポートハウス・ワンピース内
主催：子ども食堂プロジェクト＠やまと

たまふろ >
開催日時：第３火曜日 19:00-

活動内容

団体の概要

また、たまめし食堂を運営するために必要な、食材等、
寄附もいただいていて、食堂でも使いますが、参加した親
子に持ち帰ってもらうこともしていて、とても喜ばれていま
す。市社協の紹介で、地域の企業から寄附金を、お肉屋さ
んからお肉を、鍼灸治療院から売り上げの一部の寄附など、
さまざまな人や団体に支えていただいています。不定期に
野菜を寄附してくれる方もいて、たまめし食堂で活用したり、
参加の家庭に配ったり、時には、ボランティアで買い取って
活動費に充てたり、皆さんの応援をより良く使う工夫をして
います。

こうした地域活動への関わ
りは、直接子どもや家庭には
関われないけど、間接的にな
ら、応援できることもあること、
活動を続けているなかで気づ
きました。なにより、「自分も
何かしたい」と思っている人
がたくさん地域にいます。

“たまめし食堂”の成長！
参加者が担い手に！「ありがとう」と言われる喜び

丸３年を迎えた “ たまめし食堂 ”。お客さんとして来てい
たお母さんが、自分たちも…と手伝ってくれます。集う人た
ちの役に立ち、感謝され、「ありがとう」と言われた時、嬉
しそうです。私たちが、長年関わってきた親子が、たまめし
食堂を始めてから、私たち以外の人と出会い、関係をつく
れていることは、素晴らしいことと思っています。

“たまめし食堂” をしたから見えてきた地域ニーズ
「あそこに行くと食事ができるんだって・・」と紹介され

て経済的な課題のある子どもや家族の利用も多くなってい
ますが、一方、障害のあるお子さん等、子育てに支えを求
める家庭との関わりも増えています。広がるニーズに対応す
るには、会場の広さや、作れる食数の限界などがあり、現

PROF I LE

NPO 法人ワーカーズコレクティブ・チャイルドケア
理事長。ファミリーサポートセンターのほか、つどい
の広場事業や養育支援訪問事業に大和市の委託事
業として取り組みながら、親子への寄り添いを制度
内外問わずライフワークとして行っている。

NPO 法人サポートハウス・ワンピース理事長。４児の
子育て中に参加した大和市社会福祉協議会主催のコ
ミュニティカレッジで出会った仲間と子育て支援の広場
を立ち上げる。2004 年に障がいのある子どもの放課
後支援の場として、サポートハウス・ワンピースを設立。

こども食堂プロジェクト＠やまと

永井 圭子さん 滝本 美知留さん

ある日の献立。差し入れのおやつと一緒に
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状は人数をセーブせざるをえません。「なんとかしたい」と
いう想いから、食堂には来ていただけないけど届けることな
らできると考えて、お惣菜や食材を届ける活動もしています。
ただ、今後は、食堂の拠点を増やしていくことも、相談しな
がら考えていくつもりです。

もうひとつの活動 “たまふろ”
お風呂に入る習慣がない、家のお風呂が壊れている等の

事情でお風呂に入れていない子どもたちのことが、気にか
かっていました。居場所の活動をしていると、そういった子
たちの「匂い」の問題にも気づきます。子どもたちが通う学
校や保育園でも、教師や保育士も気づいていると思うし、友
達が気づくこともあるかもしれません。そして、その問題が、
子どもたちの孤立につながることがと
ても心配でした。

2018（平成 30）年 11 月から、毎月
第３火曜日に “ たまふろ ” をスタートさ
せました。コンセプトは、たまめし食堂
と同じ。「たまにはみんなでお風呂に入
ろう！」です。“ たまふろ ” で大切にし
ていることは、「きれいになったね。き
もちいいね」を一緒に体験すること。
「いつも清潔にしていたいな」と月 1

回のお風呂活動だけど、日常の暮らし
につながっていくことを願っています。お風呂の前には、チャ
イルドケアの事業所で簡単にみんなでご飯を食べてお風呂
屋さんへ向かいます。参加費は無料。食費や入浴料等はた
まめし食堂の資金から出しています。子どもたちとスタッフ
と、みんな一緒に入ります。

「気持ちいい！」を実感！
信頼関係を育て深める " たまめし＋たまふろ "

“たまふろ”も早いもので、始めて1 年。子どもたちから「気
持ちいい！」という言葉が出てくるようになり、お風呂のあと
の飲み物も楽しみにしています。でも、初めの頃、湯舟に入っ
た経験がなかった子は、怖がって浴槽に入るのを嫌がったり、
髪の毛を洗うのに四苦八苦したりしている子どももいました。
長年、子どもや子どものいる家庭を支えてきたのですが、「入
浴」というプライベートなところに関わるようになって、一層、
子どもたちの暮らしの格差や、想像もできなかった課題を知
ることになったと思っています。
「たまには、みんなで一緒にお風呂に入ろう！」は、衛生

面の改善だけではなく、心地よい暮らしを実感したり、人と

人との関係の距離を縮めたり、意義のある活動になっている
と感じます。

大人になり親になる子どもたち
…寄り添い支えることの必要性

長年、地域の子どもや親御さんとの関わりの中で、「子ど
もを育てる」ということが、とても難しい家庭に遭遇します。
子育ての方法というのは、誰かに教えてもらうというよりは、
自分が育った家庭での親の在り方や、生活環境から得るこ
とが多いものなのだと感じます。近年は、子育て家庭にもい
ろいろな問題があると言われていますが、核家族化が進み、
地域との関係も薄い中、小さな家庭の小さな人間関係だけで
はなく、さまざまな人と共に子どもを育んでいくことが、い

ずれ大人になり親になる子どもにとっ
て、とても大切なことと感じます。だ
からこそ、良かれと思って寄り添おう
とすることに「シャッターを下ろされな
いような関わり」をしていかなくてはと
思っています。つながっている細い糸
が切れないように…の思いで関わりを
続けています。

今、たまめし食堂を利用していた子
どもが、高校生になってボランティア
として関わってくれていますが、大人

になって親になるまで、つながっていけたらと思います。
「人が、健康に育ち、自立した大人になること」は、誰にとっ
ても平坦な道のりではありません。私たちは、月に１回でも
会えていると様子がわかるのですが、会えなくなると、ちゃ
んと生活できているか？何か問題に巻き込まれていないか？
いろいろと心配になります。中学生や高校生になると、いろ
んな問題も出てきます。自立も見据えた、学習や就労は大切
ですし、小さな子どもよりも対処はとても難しい。

でも、たまめしや “ たまふろ ” に来ている子どもや家庭の
SOS には気づける存在でいたいし、地域のチカラも借りなが
ら寄り添いたいと思っています。

身近な地域で知り合い　認め合える地域に
鶴間のあたりを「まち」として見て、地域としてもう少し「見

える関係」があるとよいと思います。たまめし食堂・“ たまふ
ろ ” の活動をするようになって、地域の商店や企業、お風呂
屋さんなど、たくさんのつながりができました。それは、単な
るつながりではなくて、顔見知りになって、「また来たね」など、
声を掛け合う関係になるというレベルのつながりです。福祉
の仕事をする行政や、関係機関でも、「お願いする・される」
の関係から、一緒に考える関係になる必要があると思います。

これまで関係してきたお母さんたちの中には、周囲から、「あ
なたのやり方が悪いから子どもがこんな子になった」などと
言われているように感じて、自信を失う人は少なくないです。
そんなお母さんたちに、「がんばっているよね」と声をかけら
れる地域社会が必要です。お互い違いを責めるのではなく、
温かく認め合えるように接する人が増えて欲しいです。

たまめし食堂＋たまふろ04

お風呂上りに乾杯 送迎の一コマ。年下の子に靴を
履かせてあげています
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ネットワーク・協働

支援者との交流

就労支援 2 3

3 2.5

子ども同士の交流

家族対応

相談
生活支援

学習支援

0

32
2

活動の自己評価

非難されることが怖いから、不安だからと嘘を重ねる親
御さんもいます。「この人にはありのままを言っても大丈夫」
という信頼関係を築いていきたいです。

鈴木さん（大和市職員）  立ち上げメンバー
市民活動支援の担当だった頃に、永井さ

んと知り合いました。それ以来、別の部署に
移っても、子どものこと、子育てのこと、市
民活動のことで何かあれば、永井さんと連絡
をとっています。僕が“たまめし食堂＆たまふろ”に関わって
いるのは、永井さんや滝本さんに自分の仕事を通して得られた
ネットワークでサポートすることができるんじゃないかと思っ
たからです。ふたりの活動なら、きっと子どもにとっても良い
ことが起こるし、子どもたちが幸せになるに違いないという信
頼を持っています。そして、僕自身にとって、子どもや親御さ
んと身近に関われる場として、“たまめし食堂＆たまふろ”は
貴重な居場所になっています。

佐川さん（大和市社会福祉協議会職員）
昨今は、さまざまなこども食堂が地域に誕

生しています。その中でも、“たまめし食堂”は、
相談や、食堂の場に限らない支援の提供な
ど、明確な目的を持つ活動をされています。

このような活動ができているのは、永井さん、滝本さんの
長い地域活動の経験によるところがあり、社協としても信頼し、
活動を応援しています。

地域には、いろいろなチカラを持つ人がいるけれど、その
チカラを活かすきっかけが見つからない人も多いものです。“た
まめし食堂”には、何人かの個人登録ボランティアが関わっ
ていますが、子どもたちの家に、野菜を届ける活動をするよう
になった人もいて、社協も、こうした地域活動のすそ野を広げ
るような役割を果たしていきたいと思っています。
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たまめし食堂＋たまふろ
活動のプロセス

・ファミリーサポート、養育支援、放課後
デイサービス等で関わってきた多くの
子どもたちと家庭の現状

・現状に対して支援の場でできること、個
でできることに感じていた限界

・まちの中で子どもを見守る
「場」と「つながり」の必要性

保育園、学校、行政、NPO の活動とそれぞ
れで個に子どもたちと関わってきたが、支援
やサービスを前提とする関わりには限界があ
り、横の連携もより強くする必要性がある。

・月１回のたまめし食堂
・送り迎えをボランティアが実施
・寄附でいただいた食べ物をお土産として

配付する他、食堂に参加できない家庭にも
配付。

・月１回たまふろも開始

・2016 年 7 月～ 2018 年 7 月で計 24 回開催。
・参加人数：大人104 名、子ども375名（延べ）
・寄附いただいた方々 55 名から延べ 205 回
・2018 年 1 月～たまめし通信の発行

・多くのボランティアや寄附者と食堂を運営
することができている。

・子どもや親が、食堂での横のつながりを通じ
て新たな人間関係を築く力をつけている。

・家庭が関わる問題や子どもの将来を共に
考える相手が増えた。

・これまで関心はあったがきっかけがなかっ
たボランティアにとっての活動の機会と
なった。

・これまで個で関わってきた子どもたちに、
新たに関わる人が増えたことで、チーム
で関われるようになった。

・参加者として来ていた母親が主体的に手伝
う様子や、高学年の子どもが年下の子ども
の世話を焼く姿も見られるようになった。



にフィールドワークをしていると、町に住む外国から来た人
たちと出会うこともよくあります。出稼ぎを目的に日本に来
た人の多くが、表層的な会話は出来ても読み書きができな
かったり、言葉の背後の意味合いや文化を理解できずに困っ
ていたりしていることが見えてきました。支援が必要でも頼
れる人がいない。同郷の人同士なら相談できるのかというと、
小さなコミュニティの中で弱みを見せると「アイツは金に
困っている」などとレッテルを貼られてしまう可能性がある。
どこの、誰に助けを求めればいいのかわからず、生きづらさ
を抱えて生活している人が、この町に存在しているんです。

中でも特に驚いたのは、海外にルーツのある子どもたち
のこと。言語力の問題や、相対的貧困、「食」をはじめとす
る生活問題など、親の抱える問題が子どもたちに大きく影
響しています。例えば、親が日本語の読み書きができない
と子どもたちは一見何の不自由もなく喋っているように見え
ても、やはり読み書きができない。自分の感情をうまく説
明できなくてちょっとしたことでパニックになる子もいます。
それが知的能力の問題や発達しょう
がいの症状と判断されていると感じ
る事例も見受けられます。

こうした課題を放置して自己責任
論として語られがちな社会状況を
子どもたちの様子から痛切に感じま
す。このような現状を知るために、
わたしたちは今の活動を続けている
のです。

子どもたちとふれあうなかで
2013（平成 25）年頃から近隣の学校にコンタクトをとり、

学習支援のボランティアに参加したりしながら、自らの団
体の活動について説明し、理解を得るなかで、2015（平成
27）年の夏休みにフィリピンにつながる兄弟の宿題を見守
る学習支援を横浜パラダイス会館で始めました。その兄弟
が友達に声を掛けて、今では年間実数 80 人の子どもたちが
会館に現れるようになりました。

演劇の舞台にいるような町
1996（平成８）年、Art Lab Ova（アートラボオーバ）を

アーティスト有志による非営利団体として設立しました。初
めは、福祉施設や横浜市社協などで出張アトリエを開いてい
ましたが、その後桜木町にある雑居ビルの５階に「13 坪のアー
トセンター」を開設し、時間貸しのアトリエをベースにイベ
ント等を開き、知る人ぞ知る場所として運営していました。

2007（平成 19）年から、若葉町（横浜市中区）にある小
さな映画館「ジャック & ベティ」に関わり、映画館と地域を
つなぐプロジェクトを企画するうちに、映画館 1 階の空き店
舗に拠点を移設して「横浜パラダイス会館 （以下、会館）」
を開設しました。若葉町はイセザキモールの裏道にあり、一
見殺風景に見えますが、アメリカ軍に接収された当時飛行場
であったり、一時期は日本一のタイタウンだったなど、視覚
化されない戦後の歴史が色濃く残っています。また、知らな
い人がいつでも飛び込んで来れる路面店は、わたしたちの日
常をまるで演劇の舞台にいるようなスリリングな場にしてく
れています。

世界を知覚する仕事
アーティストって世界を知覚する仕事だと思っています。

「人」や「場」に関わり、試行錯誤すると、世の中の状態
や枠組みが見えてきます。アート活動の一環として日常的

組み立て式の三弦ギター。ボディ
の絵はフィリピンやネパールの子
どもたちが描いた

アートグッズやフリーマーケットの商品がズラリ。
入口は常に開いていて、子どもたちがぞくぞく現れる

ブラジル炭火焼肉屋と軒先をシェア。
いい香りにつられてやってくる子もいる

蔭
かげやま

山ヅルさん　スズキクリさん

学 習
支 援 相 談

居場所
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Art Lab Ova　代表

Art Lab Ova  アートラボ・オーバ

横浜市中区

「世界」を見ながら「関係」を作る

05
居場所地 域

交 流



所在地

facebook
代表者
開設年月日

横浜市中区若葉町 3-51-3-101
横浜パラダイス会館
https://www.facebook.com/artlabova
スズキクリ、蔭山ヅル
2010 年 8 月

木金 15:00 ～、土日 14:00 ～
年間実数 2,000 人
ボランティア
なかくふれあい助成金、自主事業

（財）キユーピーみらいたまご財団（2019 年度）

活動日
参加者数
スタッフ
運営費
助成金

団体の概要 Art Lab Ova アートラボオーバ

団体 PROF I LE

アーティスト・ランの非営利団体。
多文化な下町の映画館のとなりにあるアートスペース「横浜パラダイス会館」を、ブラ
ジル炭火焼肉屋とコンテンポラリーダンサー（夫はモン族）ともシェアしながら、アトリエ、
フリーマーケット、喫茶など状況に応じて変化する多目的なスペースとして運営中。また
公共施設や福祉施設、公立小中学校でもアトリエを開催し、毎年夏に「よこはま若葉町
多文化映画祭」と「横浜下町パラダイスまつり」を同時並行開催している。

何か特別な支援をしているわけではなく、子どもたちは自
由に来て、宿題をしたり、話をしたり、お菓子を食べたり、
思い思いに過ごしています。それでも５時を過ぎたら小学生
は一人一人、家まで送ってあげています。会館での会話や
遊び、そして見送りで立ち寄った家の様子から、子どもた
ちのニーズや抱える課題を見つけて、必要だと思った支援
をしています。会館で子ども食堂を始めたのも、子どもを家
へ送った時に、ご飯に塩をかけただけの夕飯を子どもたち
だけで食べていて、冷蔵庫の中にお菓子しか入っていなかっ
たのを見て、「ちゃんとした食事が必要だ」と感じたことが
きっかけなんです。

立ち寄りたい時に立ち寄って
メインのスタッフは自分と、Art Lab Ova のメンバーであ

るスズキクリさんです。他はボランティアとか、活動の中で
知り合った人々、オーバの会員、アーティストの仲間などで
活動しています。近所に住む人や、会館に立ち寄ってくれた
外国の人たち等、ちょっとした出会いが会館の運営を支えて
くれています。 例えば、子ども食堂のキッチンの整備や改修
は、うちの軒先をシェアしているブラジル炭火焼肉屋のお客
さんたちが助けてくれました。設備屋さんが図面を引いて助
成金がおり、水道屋さんも施工を助けてくれました。

そしてそういった人々が生鮮食料品やお菓子を寄付してく
れています。地方からお米や余った食品、B 級品の干物を
送ってくれる人もいます。また、現在近所に住んでる女性が
月に１回、子どもたちと一緒に調理をしてくれています。あ
る時には、大量にもらった卵でプリンを作ってきてくれたので、
子どもたちが遊んでいる公園に持って行って、突然プリンパー
ティーになっちゃったりし
て。すごく盛り上がりました。

会館は扉を開けっ放しに
していて、通りすがりの人、
隣で映画を見終わった人と
か、ふらりと立ち寄ってくれ
ます。子どもたちもやってく

るタイミングはそれぞれ。小学生から中学生まで年齢もさま
ざま。置いてあるおもちゃで遊んだり、駄菓子コーナーで買
い物したり、提供しているお菓子や飲み物を飲んだりと、各
自が自由に過ごしています。ほとんどの子は、だいたい日本
語で話せますが、１、２年前に中国から来た子たちは中国語
で話すほうが自分を表現しやすいようです。

 開け放った入口はどうやら困った人に特によく見えるよう
で、見ず知らずの会社員が、仕事で悩んでふらっと入って来
たこともあり、今ではまるで古くからの友人か親戚のように付
き合っています。夜、子どもたちが帰った後に仕事をしてい
ると、親に家を追い出された子が行き場をなくして来たこと
も何度かありました。

町の住人のひとりであるアーティストとして場を開く
私たちは支援をするために活動をしているわけではありま

せん。結果として支援になっていることもあるかもしれませ
んが、あくまでもアーティストとしての活動をしているのです。
何か目的を持ってしまうと「今ここに在る世界」が見えにくく
なってしまうと思うのです。ただの隣人、町の人として存在
し、とにかく会館をオープンする。入口が開いているのを見て、
子どもも大人もやってくる。そこにまた見えなかった世界が
見えてくるかもしれないのです。

19

子ども同士の交流

家族対応

相談

ネットワーク・協働

支援者との交流

就労支援

生活支援

学習支援

1
2

2 2

2

3

3

活動の自己評価
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とリクエストがありました。次の回に用意したら、「本当に持っ
てきてくれたんだ」と満面の笑顔！

生徒は、「覚えていてくれたこと」がうれしい。スタッフ
は「約束が守れたこと」がうれしい。こんなコミュニケーショ
ンのボールを受け取って返したいと思っています。
「想いや願いを伝えても、どーせ（叶わない）…」という

生徒が多いと感じています。それは今までの体験からのこ
とであり、カフェの中で小さな約束を積み上げ、「自分の想
いを伝える」ことの大切さを知って欲しいと考えています。
カフェでの関わりは短い時間ですが、ジュースを飲んでお
いしいお菓子を食べながら、アルバイトや家庭での悩みを
話して、おなかを少し満たしつつ心が軽くなるとよいと思っ
ています。

カフェでは、一人ぽつんと座っている生徒がいないよう
に心掛けています。こうじゃなきゃいけない、というルール
はなく、自分のペースで過ごしてもらえればいい。自分の不
安や困りごとを相談するには、相談相手に不安があると話
せない。生徒とスタッフが顔見知りとなる中で、相談できる
関係を作るのがカフェのやり方です。

カフェは安心して自分のことを出せる居場所。スタッフは
生徒の話を聴き、受け止めることで、「あなたのことを気にか
けている」というメッセージを伝えます。カフェで気持ちを
受け止められ、励まされ、大事にされる体験をしてもらって
少しでも生徒を支えたい。月に２回、母親よりも上の世代の
おばちゃんたちの愛情を受け取ってもらえればうれしいです。

カフェに来ていた生徒が「カフェが
あったから卒業できた」「カフェが終
わっちゃうのが寂しい」と、卒業前最
後のカフェで言ってくれました。少し
でも支えることができたのかな、と思
います。

ネットワークで子どもたちを支える
カフェには、いつも先生が来てくれています。カフェ担当

の先生や教頭先生も。先生に勉強を教えてもらったり、普段
教室では話せないけど、カフェでは話せる、ということもあ
りますね。

先日のカフェは和やかな雰囲気でしたが、様子の気になる
生徒がいました。本人は、言葉には出さないけれど、つらい
気持ちが表れているのだと思います。生徒の困難は、家庭
の状況によることが多いので、スタッフや先生は、家族のこ
とにも関心を持って生徒に関わっています。経済的に厳しい

「おだていカフェ」に来る生徒たち
毎月２回、県立小田原高等学校定時制の食堂を会場にし

て、おだていカフェを開催しています。カフェを運営してい
る「ＮＰＯ法人子どもと生活文化協会」は、サポステ※を国
と県からの委託事業で実施していて、そこでの就労相談の
経験からぜひ定時制高校でカフェを開きたいと思っていま
した。小田原高校定時制とやり取りを重ねて、2017（平成
29）年の秋から、定時制高校の授業が始まる前の時間にカ
フェを始めました。

カフェを訪れる生徒は、家庭のことや経済的なこと、友
人との関係などさまざまな悩みや困難を抱えていて、それら
が複合的に絡み合っていることが少なくありません。家庭の
経済状況から定期券代や文房具などを自分のアルバイト代
で賄う生徒もおり、長時間のアルバイトで疲れて授業に支
障が出たり、アルバイト先での人間関係に悩んでいる生徒
もいます。また、先日のカフェでは「ストレスがあってしん
どいー」という生徒に「お家

うち

で何かあったの？」と聞いたら
表情が変わったこともありました。

抱えているものが多い生徒たちですが、優しい生徒が多
い印象を受けます。毎年夏休み前とクリスマスには、地域
のスーパーや「おてらおやつクラブ」からの寄附の調味料
やうどんなどの袋詰めをプレゼントしているのですが、生徒
はみんな家族思いで「家族が多いから５人で食べられるも
の」「お父さんがコーヒーが好きだから」など、自分のこと
よりも家族のことを思って選ぶ生徒が多いんです。

コミュニケーションのキャッチボール
あるとき、カフェのおやつに「アーモンドフィッシュがいい」

※サポステ（地域若者サポートステーション）
働くことに悩みを抱える15 歳～ 39 歳までの若者に対し、キャリアコンサルタント
などによる専門的な相談、コミュニケーション訓練などのステップアップ、協力企
業への就労体験などにより、就労に向けた支援を行っている。

おだていカフェ
小田原市城山06
カフェの会話で生徒の困り感をキャッチ

相 談居場所
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子さん

おだていカフェ　担当
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所在地
TEL
FAX
代表者
活動内容

小田原市城山 1-6-32　Ｓビル２階
0465-35-8420
0465-35-8421
理事長　石塚　正孝
不登校・ひきこもりの当事者、家族などを主な対
象として事業を実施。
相談事業、居場所・フリースペース、就労支援事業、
自立支援事業、学習支援事業　など

1992 年法人設立。2000 年 NPO 法人取得。
前身は「はじめ塾」（85 年の歴史を持つ寄宿生活塾）。
7,000 名（2018 年実績　法人全体）
会費、寄附金、県委託事業費。カフェで提供するお菓
子やカップラーメンなどの軽食は、おてらおやつクラブ
や地域のスーパーからの寄附。

開設年月日

利用人数
運営財源

団体の概要 ＮＰＯ法人子どもと生活文化協会（略称ＣＬＣＡ）

家庭の生徒には、お菓子などの食品を持ち帰ってもらうこ
ともあります。

カフェ終了後には、スタッフとカフェ担当の先生方で振
り返りのミーティングをしています。スタッフも先生も気
づいたことを共有し、気になる生徒への対応を考える大切
な時間となっています。

私たちは、ひきこもり支援や相談なども行っている NPO
法人のスタッフなので、生活の視点から生徒に関われるこ
とが強み。家庭環境に課題のある生徒に、学校での対応
で注意することなど、先生から相談されることもあります。
カフェを実施する中で、スタッフと先生との信頼関係
が築けたことが大きいですね。

生徒の抱える困難は「学校だけ」「カフェだ
け」では解決できません。カフェでの会話か
ら、生徒の困り感や小さな不安などをスタッ
フがていねいに聞き取り、学校や必要な場
合には専門機関とも連携を取り、支援でき
る体制を整えています。さまざまな困難を複
合的に抱え、適切な支援を受けないまま中退
や不登校、ひきこもりへとつながるリスクを予防
し、早期発見に努めています。

また、カフェに来ていてサポステにつながり、就職した生
徒もいます。サポステは、アルバイトや就労支援など、学
校では対応できない部分への支援をできることが大きいで
すね。

このようにカフェの運営には、学校やサポステ、行政と
の連携も欠かせません。今年の秋から県が行う、高校生の
中退防止などを目的とした事業にカフェが位置付けられま
した。カフェから見える生徒たちの課題や必要とされる支
援などを、行政と共有しやすくなると思っています。

これからも、育ち盛りの生徒たちのおなかと心をカフェ
でゆるやかに満たしながら、関係機関と一緒に切れ目のな
い支援を目指していきます。

廣幡 清広先生　県立小田原高等学校定時制　教頭　　
現在、学校内にある「おだていカフェ」は、生徒たちの居

場所の一つとなっています。生徒たちにとって身近な保護者
や教員以外の大人と話せる場所は他にはなかなかありません。
普段、教室で見せない表情をカフェの中で見せる生徒もおり、
カフェのスタッフには教員や保護者とは違った目線で生徒たち
と接して欲しいと思っています。

現在の定時制高校に通う生徒は、小・中学校で学校へ行く
ことができずに悩んでいた生徒や、全日制に入学しても事情
があり中途退学して編入した生徒など、さまざまな課題を抱え

ている生徒も在籍しています。高等学校では、学力を身
に付けることはもちろんですが、「自己肯定感や自己

有用感を高め、人との信頼関係を築くことができ
る場と機会があること」や「進学および就労の
支援にも関わり自立を促すこと」も必要だと考
えています。

しかし、就労や生活面を学校だけで支援する
ことはなかなか難しい現実もあります。そこでカ

フェを通じて生徒を支援する外部団体との連携が
必要になっているのです。2018（平成 30）年度から

年２回、定時制の全教員とカフェのスタッフで情報交換会を実
施しています。学校としての基本理念は「生徒のため」。その
ために、カフェを行っている外部団体との連携の意味を全教員
が理解しています。また、カフェ終了後の振り返りや情報交換
会を通して、教員とカフェのスタッフとの関係性も良好となり、
連携がスムーズに行われていると実感しています。

カフェを担当しているＮＰＯ法人は、神奈川県西部地域若者
サポートステーション（サポステ）の実施団体でもあることから、
生徒はサポステが身近となり相談しやすくなっています。担任
が面談の中で「サポステに行ってみないか？おだていカフェに
来ている人たちだよ」と伝え、複数の生徒がサポステの支援に
つながり、カフェがあることで切れ目のない支援の輪が広がり
つつあると思っています。

PROF I LE

おだていカフェ開設当初よりカフェに関わる。
カフェを運営する「ＮＰＯ法人子どもと生活文化協会」のプログラム
に自身の子どもが参加し、理念に共感したことが、この仕事を始め
たきっかけとなった。

「おだていカフェでは、コミュニケーションのキャッチボールを受け取っ
て返して、生徒のみなさんに温かい対応をしたい。月に 2 回、おばちゃ
んの愛情を受け取ってもらえればうれしい」と笑顔で語る。

おだていカフェとサポステのスタッフのみなさん。
「その時、その子の悩みに寄り添って、カフェに来ることで気持ちが柔らかくなれば」
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2

・現代の子どもは受験勉強やスマホ・
ゲームなどにより、生活体験が不足し、
生きる力が脆弱になっている

・「考え」と「行動」のバランスが取れ
て活き活きと生きることが可能になる
と考えており、青少年がいかなる環境
におかれても逞しく生きる力を身に着
けることが必要

・サポステの相談状況より、高校生からの
関わりの必要性を認識する

・定時制高校では、中退者や進路が決まらず
卒業する生徒、不登校になる生徒もいる

・おだていカフェの開設

・学校と情報交換会の実施
・サポステとの連携

・カフェの支えがあったから卒業できた生徒
・カフェからサポステにつながり就労した生徒
・情報交換会により、カフェスタッフと学校

教員の連携がすすみ、生徒への支援がス
ムーズに

・カフェの活動が県の新しい事業（高校生の
中退防止などを目的）へ位置付け

・学校・カフェ・サポステと切れ目のない支
援ができつつある

ある日のカフェの様子

夕方５時前からリュックを背負ったみんなが
やってきました。夏休み明け初めてのカフェなので、
開催は２カ月ぶり。

スタッフが「元気だった？」「日焼けしたね」と
声をかけ、生徒はスタッフと話しながらお菓子や
飲み物を選び、思い思いのテーブルへ。二人で話
しながら座っている女子や一人で黙々と焼きそば
を食べている男子もいます。

そこへそれぞれスタッフがさりげなく寄り添い
話をしています。夏休みのアルバイトや卒業先の
進路のことなど。楽しそうに話す生徒、ぽつりぽ
つりと話す生徒などそれぞれです。先生も一緒に
話しているテーブルもあります。

カフェでは、生徒を中心に先生とスタッフのネッ
トワークも自然とできています。とても自然でよい
関係性の中で、生徒を支えている様子が見えまし
た。

カフェにいる時間は 10 分から30 分程度。お菓
子を食べながら、スタッフとの会話の中で励まさ
れたり、褒められたり。そして、元気に教室に行
く生徒たち。ある女子生徒は「もう少しゆっくりい
たかったー」、といいながら小走りで教室へ。スタッ
フがにこやかに見送っている姿が印象的でした。

おだていカフェ
活動のプロセス
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