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ぬっくハウスで迎えた 特別な日

１９歳で
子どもシェルターぬっくハウス　当事者の声～りぃさん～

ぬっくハウスの日常に少しずつ慣れて、自分からおはようと言える
ようになった頃に誕生日を迎えた。自分が主役になれる特別な日に、
強い憧れがあって「0 時ちょうどにおめでとうを言ってほしい！」
「生まれてきてくれてありがとうって手紙に書いてほしい！」「ケー
キはこういうのじゃないと嫌だ！」と無茶を言ったり、ハウスを出
るから誕生日はいらないと言う日があったり試し行為をしたりめ
ちゃくちゃなことを言っていたけれど、私の誕生日をすごく
特別なものにしてくれた。
職員さんやコタンの人は嫌な顔せずいつも笑って接してくれて
いたし、ぬっくで一緒に過ごした子どもも、優しくしてくれた。
温かく接してくれた経験が今の私を少し強くしてくれる。
・挨拶をしたら返してくれること。
・面白い話で笑い合えること。
・ありがとうって言ってもらえるとすごく嬉しくなること。
・食事を楽しめること。
当たり前のようで当たり前ではない日常を
ぬっくハウスで過ごして、少し人間らしくなれました。
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「若年女性の支援事例検討会～関係機関との連携について考える～」に参加
吹田市男女共同参画センターにて
「若年女性・子供を取りまく貧困の現状と支援の現場とは」をテーマに講演
KITAKU 北区広報誌「わがまち北区⑥No.313/2022」記事掲載
大阪堂島ライオンズクラブにて「ぬっくの活動概要と子どもたちの実情」を
テーマに講演
LIFULL ACTION FOR ALL note にインタビュー記事掲載
いくの学園主催「若年女性の支援に関する情報交換会」に参加
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ぬっく活動カレンダ
ー

三菱UFJ銀行 梅田新道支店　普通預金 0206469
特定非営利活動法人子どもセンターぬっく
ゆうちょ銀行 〇九九店 　　当座預金 0208341
特定非営利活動法人子どもセンターぬっく

若者向けのもの、入居中や退居後の子どもたちのためにお箸、マグカップ、
お米、お菓子等ご寄付ください。物品のご寄付は、事務局へご連絡ください。

現金・物品寄付

入会金…5,000円 / 年会費…5,000円正会員
個人1口…3,000円/法人1口…10,000円賛助会員

〈年会費〉

月１回自動決済 / 毎月1,0 00円～
マンスリーサポーター募集

ぬっく会員募集
入会金・会費、ご寄付の振込先ご支援のお願い

2022.2.16 ～6.30

豊浦 伸隆 /奥村 健 / 金丸 英俊 /藤田 怜 / 松原 薫子 /久保田 康愛 /入江 由美子 /中川 雄太 /中
村 年子 /植西 智雄/大平 喜美子/村上 周/梁本 康朋/桑山 春恵/乾 真紀/長谷川 民子/矢口 敬子/鈴木 
朋子/太平 信恵/渡邊 洋次郎 /日下 千代子 /内藤 千賀 /和久 易子 /田上 智子/緑川 尚美/中畑 卓明 /
沖 亜記/平内 さくら/北嶋 紀子 /猪口 絵莉菜 /笹川 悦子 /鍋倉 義明 /椿本 伸明 /市橋 良子 /齋藤 
直美 /伊藤 清美 /鈴木 資子/西川 智子/平野 惠稔 /喜多 寿美/山口 雅子/ 齊藤 正実/倉田 実/河野 
晃 /吉川 敬子/石津 文乃/栄照寺 木村 慶司/千里寺 武田 大信/大和証券株式会社 梅田支店/大和証
券株式会社 京橋支店/吹田市社会福祉協議会/国際ソロプチミスト大阪-梅田/フロンティア勉強会 /
大阪西ライオンズクラブ/大阪はなみずきライオンズクラブ/大阪府共同募金会 /株式会社カプコン/
大阪ホームサービス株式会社 穴見 孔治
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たくさんのご支援 
     ありがとうございます

！

会費納入・ご寄付はぬっくHPか
QRコードからアクセスできます

access -アクセス-

Vol.12に続く第2弾です

2022年6月18日に開催された定時総会において、前理事長森本志磨子の後任として理事長に就任いたしました。2015年1月
の弁護士登録後、前理事長の森本さんと出会い、当法人の設立準備段階から関わってきました。
まだ児童福祉の分野の知識も経験もない私に、「理事、よろしくね！」と軽やかに言った森本さんに背中を押されながら、設立時の
理事に就任し、2020年より副理事長となり、その間たくさんの子どもたちのコタン（子ども担当弁護士）として活動してきました。
まだまだ未熟ではありますが、理事、運営委員、スタッフ、コタンのみなさんに支えていただきながら、子どもたちが「ぬっくに
出会えてよかった」と思えるような法人運営を進めて参りたいと思います。今後とも、一層のご支援・ご協力を賜りますよう、心
よりお願い申し上げます。

定時総会においては、退居者支援（アフターケア）の充実を重点的に行うこと、安定的な資金確保のため、寄付者が税制上の優遇
措置を受けられるよう認定NPO法人化に取り組むこと等を内容とする事業計画書が承認され、併せて予算計画書も承認されま
したので、この場をお借りしてご報告いたします。

先日、児童相談所の方を講師にお招きして、スタッフ研修を実施しました。その中で、「10代後半になって子どもシェルターや自
立援助ホームにやってくる子どもたちと関わることは本当に難しいけれど、子どもたちが大人になって社会生活を始めるまでに、
大人との信頼関係を築き、傷つきをケアし、社会生活のスキルを身に付ける最後のチャンスである。そのチャンスがあるかないかは、
子どもたちの今後の人生を大きく変えていく。」というお話がありました。受容的な関わりとは何か、自立とは何か、スタッフや
コタンのみなさんとともに日々悩んだり迷ったりしていますが、子どもたちの今後の人生に大きな影響を与えるかもしれない一
人一人との出会いを、まずは喜び、大切にしていきたいと思います。　

このたび、私の理事長としての役割は一定担い終えたと考え、６年務めさせていただいた理事長を退任いたしました。在任中は、
たくさんのご迷惑をおかけしたにもかかわらず、内外よりたくさんのサポートをいただけたこと、とても感謝しています。ありが
とうございました。今後は、理事長時代には余力がなくて手が回らなかったこと（たとえば、退居した子どもたちやぬっくに関
心をよせてくださる方や関係団体の方たちと一緒になって、子どもたちの心や身体の健康につながる活動や、退居後の子どもた
ちや在宅で支援している子どもたちの社会における居場所づくりなど）を、地道に進めていきたいと思います。今後とも、ぬっく
を応援してくださいますよう、よろしくお願いいたします。

研修

退任ご挨拶

定時総会

就任ご挨拶

理事長　玉野まりこ

理事　森本志磨子

　　　　　 子どもシェルターに入居した彼女は、約３カ月後に退居してグループホームへ。就労継続支援 B 型で就労を続け、職場の職
員さんとも時間をかけてよく話し合った上で、５年越しで一人暮らしを始めました。彼女にニュースレターの原稿をお願いしたところ、
「伝えるって難しい」と言いながらも、「自分の経験が、誰かの役に立てばいいなぁ。自分のことを語ることは過去の整理にもなるか
ら、この原稿は絶対に完成した形で送りたいです。時間がかかってしまって申し訳ないですが、原稿の完成を待っていただきたいです。」
とのメッセージが届きました。途中で終わってもいいし書き直したり書き足してもいい。どうか自分のペースで、過去を少しずつ整理
しながら書き進んでいってくれたらと願っています。みなさま、りぃさんへの温かい応援を、どうぞよろしくお願いいたします。



Re-co

アフターケア
　　居した子どもとは、LINEなどのほか、訪問することもあります。すると、「〇〇な～、五百円玉貯金して
るねんか～。」と言って、見せられたのが、なんと炊飯器！ジャラジャラと手でかき混ぜながら（笑）「こん
なに溜まってん！」と。衝撃のあまり写真を取り損ね、お見せできないのが残念です。「たしかにしっかり蓋
も閉まるし、だれもそんなとこにお金あるとは、思わんわなー。泥棒もびっくりやな。」と話し、その日は帰
りました。その後、お金足りひんから、今から札に替えてくれへん。」と急に連絡が入り、駅で、五百円玉と
お札を替えること、数回。「そら、そんなに五百円玉で貯めてたら、足りなくなるわなー。」「それでも貯金し
てるのは、できない人もいるので、えらいな～。家の近くの銀行で早く口座作るんやで。ネットでもできる
から。」と話していました。
引っ越しが決まった時、「いっぱい貯めてん。引っ越しの
お金ないから、替えて欲しい。むっちゃ重いねん。」と言う
ので、家に行くと、テーブルにずらーっと五百円玉がきれいに
並べられていました！お札を渡し、受け取った五百円玉の
重いこと！一年弱で、彼氏と住むというので引っ越しした
本人は、結局一度も家賃を自分で振り込むことはなく、
毎回、代わりに振り込み、駅で回収していました…。
その後にも、五百円玉貯金を続けていたようで、だいぶ経って
から、また30万円ちょっとあるねんけど、替えて欲しいと
言われて、ドキドキしながら駅で会って受け取り、お札を渡しました。重さは4.4kgありました。忙しく
働いている本人は、ネットでの口座開設は、質問事項がわからないところがあるため、1人ではわからない
ようです。今も、私もいるところでネットで口座を申し込もうね、とお話しているところなのですが、
まだなかなか会えてません。今度こそ、お金を替えてと言われた時に、一緒に口座を開設しようと思っています！

　 月のイベントは子どもたちからの希望で「浴衣を着て流しそうめん！！」をしました。浴衣は

着物好きのスタッフが提供し、着付けも経験のあるスタッフにお任せ。流しそうめん器は確か

備品であったよな～と、備品棚の奥の方から引っ張り出して、準備ＯＫ！と思ったのですが、

  組み立ててみるとあれぇ？うまくつながらない（汗）！！結局、急遽近くの量販店に新しいものを

買いに行き、なんとかギリギリ夕食時間に間に合いました。

浴衣を着る･着ないは子どもたちの気分に任せたのですが、一人ふたりと着付けていくと見てい

る側もなんとなく華やいだ気分に。浴衣を着た子どもたちは、気に入って消灯時間まで浴衣のま

までいました。

　  食メニューは手巻き寿司の予定が巻き寿司に変更。作りながら具材をつまんだりして、本番

の流しそうめんの時にはもう「おなか一杯！」との声が。それでもそうめんを流すと、楽しそう

にすくって食べていました。子どもたちが自分で考えてやりたい！と希望したイベントができて、

スタッフとしてはほっとしたところもあり…。

一緒に楽しんだ夏の思い出として、子どもたちが

覚えていてくれたらうれしいです。

ぬっくハウス
　　年から、月一回だけボランティアとしてぬっくハウスにお邪魔しています。美味しいお昼ご飯や夕ご飯
を作るボランティアさんになる自信が無くて、私は、昼食後、お散歩に行ったり、たわいもないお喋り
をしたり、おやつを食べたりして一緒に過ごします。
この日は、みんなで「ぷよぷよ石鹸」にチャレンジしました。ネコ、ハムスター、シロクマの３種類で、
それぞれ色が違い、出来上がりは、プルンと揺れるババロアみたいな石鹸です。「うわーやりたい！
選んでいい？」と言ってピンクのネコを選んだ Aちゃん、ちゃんと取説を読みながら丁寧に作業
するBちゃんもいれば、混ぜ方が足りなくて、ダマが出来ちゃったり、余った残りを別の容器で固めて
みたりするＣちゃんもいて…個性が出て面白かったです。
「将来は〇〇になりたい！」と夢を語り、冗談を交えながら
キャッキャ笑い合う様子は、普通の女子高生の風景でキラキラ
輝いて眩しい瞬間もあれば、前回のテンションとは違う彼女の
様子が気になるけど、かける言葉が見つからず、黙って一緒に
テレビを見て過ごす時もあります。ここで過ごす時間は、
彼女達にとって心と身体を休めて、これからどうするのか、
自分の道を選択する時間。月一回のボランティアなので、
次に伺った時には、もう会えない…。前回教えてもらった
TikTok の TANI YUＵKI の手振りダンスを1ヶ月毎晩寝る前
に練習して来たので見てもらいたかったけど、残念ながら
巣立ってしまってました。でも一時避難を終えて次の一歩
を踏み出しているのだろうから、彼女に幸あれ ^_^ と心から祈ってます。

ぷよぷよ
石鹸で

遊びまし
た

(ボランティアNさん)

就労体験について

（コタン（子ども担当弁護士）M）

関心をお持ちの方 、
企業様がおられましたら、
事務局までご連絡ください

今年 5月から、大阪市男女いきいき財団様のご協力をいただき、就労体験を実施しています。7月に

はのべ 5 名が参加し、生理用品を紙袋に詰めたり、イベントのお知らせの紙を一定部数ずつにまと

めたりする作業を行いました。参加した子どもたちは、いきいき財団の女性スタッフと和やかに会

話しながら、時には休憩を渋るほど熱心に、３時間の作業に取り組みました。

袋詰めがスタッフよりも早く丁寧で、その場にいた全員に驚かれたり褒められたりして笑顔を見せ

たり、「お金もらうんやし、まじめにやる。」とペースを落とさず作業を続けたりといった姿が見ら

れました。

働く機会を得ることや働き続けることが、時に難しいことも多い子どもたちにとって、

このような経験はとても貴重であり、今後も継続できることを願っています。

一日数時間程度の就労体験
（軽作業など）

募集しています

今 7

夕

退


