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特定非営利活動法人

CAP広 島

第

13回 通常総会報告
理事

宇原

敏子

通常総会 は、 2019年

6月 1日 (上 )14:00〜 西区地域福祉セ ンタ ー にて、正会員 31名 中
出席者 22名 (含 む委任状 )に よ り、開催されま した。
2018年 度の活動では、ワークショップ提供として、子どもワークショップ 47回 (1323人
おとなワークショップ 9回 (154人 )を 行いました。特に子どもワークショップにおいては、
『 もみ
じライオンズクラフ様』からの 100ワ ークショップ分の助成 (2019年 度も継続)が 大きな後
)、

押 しとなり、
『 広島市教育委員会様』のご協力を得て、子どもたちに CAPを 届ける機会となりま
した。ワークショップに参加してくださったスペシャリス トの皆様、ありがとうございました。
引き続き、よろし<お 願いいたします。
今年度の重点課題は、大き<2点 を掲げています。

(1)CAPス ペシャリス トのスキルアップを図り、「 子どもへの暴力防止」活動を推進する。
・ スタッフの活動 しやすい運営体制を整える。
・ 実働メンバーのスキルアップに向けた研修会をおこなう。

(2)関 係団体と連携 し、「 子どもの人権擁護Jに 向けた活動を推進する。
事務所を昨年廿日市市に移し、活動を開始しています。事務所運営だけではな<活 動推進にあた
っては、CAPの 理念を共有 し共に活動する仲間がスクラムを組んでい<こ とが必要です。

1995年 の準備委員会発足よ り、早 35年 。沢山のスペ シ ャリス トの方が広島に誕生 し、活動を
共 に して きま した。それぞれのライフワ ー クの変化 によ り活動 へ の関わ り方 は様々ですが、 自分の
周 りにいる子 どもたち に「 あなたは大切な人だよ」 と伝 えて い <存 在であ りたいですね。
総会では、活動者の減少が続 いて いる現状 をふまえて、 これ までの「 運営委員会 と して
の委 員会体制」 を廃止 し新体制 に移行する ことを提案 しま した。年度内に検討 をすすめ、
次回の総会で再提案 して いきますので、 どうぞ皆様のお考 えをお示 しいただ <場 と しての
総会 に来年 も参加 して <だ さいますよ うお願 いいた します。
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レインボーパレー ドが当たり前に報道されるようになり、LGB丁 をテ ーマ にテレビ ドラ
マや映画が製作され、少 しずつ社会の認識も変わ つて きたと感 じていま した。ち ょうど総会
の前に城理事 による LGB下 についてのミニ研修会があり、新 しい言葉も知ることが出来た
ので、その報告をさせてください。

CAPを 学び始めて、性的少数者は 4%ぐ らいと間きま した。日本ではきちんとした調査
はされていないということで したが、近年、日本でも電通、博報堂、連合、
「 働き方と暮 し
の多様性と共生」研究チームなどにより調査がされているそうです。調査のやり方の違いや

Qを 含むか含まないかなどから、数字は 3%か ら8%ま でけっこうバラバラです。日本で
多い苗字 トップ 4の 佐藤、鈴木、高橋、田中さんは 5.2%と いうことですが、性的少数者は
もっと多いのかも しれません。
後日、ネ ットを検索するとそれぞれの結果報告をもっと詳 し<知 ることができました。た
とえば、iobrainbon/.net など興味を持たれた方は検索 してみて <だ さい。
最近は LGBTに 「 Q」 を付けることがありますが、
「Q」 とはクエスチ ョン、つまり「わ
からない」
「その枠組みにはまりた <な い」
「 どちらでもない」
「 決めた <な い」等の人たち
のことです。いずれに しても、LGBTと なれば性的少数者をさすことになりますが、最近
ではすべての人に使用できる SOGI(ソ ジ)と いう表現が使われています。SOGIと は、
「Sexual Orientation(性 的指向)and Genderldenlty(性 自認)」 の頭文字をとつたもの
です。調べてみると、SOGIは 国連で国際人権法について議論する過程で生まれたというこ
とで した。LGB丁 を性的少数者としている間は、何か特別な存在と言 っているようにも感
じられます。SOGIを 使 つてすべての人が自分のことを表現できれば、とてもナチュラルで
す しフェアでいいなあと思います。

2018年 4月 から福社を学ざために、大学に通い始めました。大学に通うようにな って
良か ったことの一つに、
「 今どきの若い人たち」の様子を直接感 じられることがあります。
同 じ学部の彼ら彼女らだけでな <、 出会う他学部の若者も、保守的な政治家よりずつとず つ
と柔軟です。 しか し LGB丁 をまだまだからかいの対象にしていることも残念ながら見受け
られます。とは言え、授業の中で特に LGB丁 を取り上げて学ぶということはありませんが、
人権や多様性についての学びの中で、ソーシャルワーカ ーとしての感覚が育 っている様子
はとても楽 しみです。多 <の「 今どきの若者」が通う大学で、きつといるはずの当事者も皆
が、自分自身の人生を生きられるような力をつけていってほしいと願 つています。
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パ ソコンづけの仕事のせいか、頸椎 ヘ ルニアで右 肩か ら指先まで痛み と しびれで、普段
簡単 にできて いた ことが難 し<な って しまいま した 。今、 当た り前 にできる ことが とて も
あ りがた <感 じています。
昆虫教室のため、た <さ ん育てていた毘 虫飼育も縮小 し、 こ じんま りとや って います。
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ワークシ∃ップ実績 (4月 〜8月 )
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場所 :対 象 (ワ ークショップの内容)

月

:4年 生 (子 ども)
★山田小学校 :1年 生 (子 ども)
なぎさ公園小学校 :2年 生 (子 ども)
★湯来南小学校

5月

★天満小学校

:3年 生

:1年 生

7月

(子 ども)

(子 ども)

十八幡小学校 :佐 伯区小学校教員 (教 職員 )

6年 生 (子 ども)
★真 亀小学校 :3、 4、 6年 生 (子 ども)
★落合小学校 :2年 生 (子 ども)
★五 日市観音西小学校 :5年 生 (子 ども)
鈴が峰小学校 :2、

6月

:2年 生 (子 ども)
★牛 田新町小学校 :3年 生 (子 ども )(保 護者 )
★古 田台小学校 :2年 生 (子 ども)
★原南小学校 :3年 生 (子 ども)
★安北小学校 :3年 生 (子 ども)
★安 東小学校 :1年 生 (子 ども)
★久地南 小学校

まこと学園 :年 長児 (就 学前 )
福木小学校

場所 :対 象 (ワ ー ク シ ョップ の内 容 )

+大 塚小学校 :安 佐南 区層ヽ
学校教員 (教 職 員 )
+字 品東小学校 :南 区小学校教員 (教 職員 )
8月

4年 生 (子 ども)
:3年 生 (子 ども)

+戸 坂小学校 :中 区、東区小学校教員 (教 職員)

★久地南小 学校 :2、

半観音新町小学校 :西 区小学校教員 (教 職員)

★矢野 西小学校

+落 合小学校 :安 佐北区小学校教員
+矢 野西小学校 :安 芸区小学校教員

(教 職員)
(教 職員)

★印は、広島もみ じライオンズクラブより助成いただいたワークショップです。
秦印は、広島市教育委員会健康安全課主催「 防犯教室」に講師としてご依頼 いただいたワ ーク

ショップです。

ご協力いただいた皆様、ありがとうごさいました。
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□―ルプレイ練習会 (8月 22日 )報 告

宇原敏子

2月 に資格更新研修を受け、□―ルプレイを学びなおす機会を持
ちま した。長年、子どもたちに沢山のワ ークショップを提供するう
ちに、染み付いて しまった一人ひとりの □―ルプレイの癖

000

それに気づき苦笑 し、本来のロールプレイに立ち返ろうと思 った研
修会で した。研修会で学んだスキルをア ップさせるために、今年度
の重点課題には『実働 メンバーのスキルア ップに向けた研修会をおこなう』を掲げま した。

8月 22日 に行つた『 □―ルプレイ練習会』には 5名 の実働メンバ ーが参加 し、シナリオの読み
合わせと、□―ルプレイの意味を読み深めま した。当日集まったメンバ ーからは、研修会を思い出 し
ては「 ○○ じゃったね〜。」と確認する声や「 これまでや っとった□―ルプレイから、なかなか抜け
されんわ〜 …」 (笑 )な どの声もあ り、2学 期に向け、ますます がんばろう ￨"の 意気込みが感 じ
られました。ワークショップ実施には、実働するメンバ ーがまだまだ必要です。
今年に入 つてからも虐待で尊 い命が失われる事件が数多 <あ りま した。子どもの日常に、子どもの
人権を大切にするおとなを増やすことが必須です。C∧ P子 どもワークシ∃ップを提供することで子
どもたちに、これからも「 あなたは大切な人だよ。
」と伝えていきま しょう。CAPス ペ シャリス トの
皆様の会への積極的な参加をお待ち しています。

●暑かった夏も、もうすぐ終わりますね。今年は、梅雨らしい雨が降らなかった
と思 つていた ら 8月 後半よ り長雨が続きま した。そ して 9月 に入 り、台風の季
節の至」
来です。各地で災害など起きませんように。
◆女優の樹木希林さんは、生前「登校拒否、不登校を考える会」で講演をされた時に、次のような
。。
お話をされたそうです。 9月 1日 に自殺をする子どもたちが多いことを嘆かれ「 ・
9月 ,日 がイヤ
だなって思ったら、自殺するよι もうちょっこだけ待っていて勝じIIの 。そに 、世の中をこう、じっこ見てて
]、

滞しいのね。あ枕 を必要としてくれる人や物が見つかるから。だって、世の中に必喜鉾 い人間なんttl
ないただから…」と。樹木希林さんのこの言葉に、どれだけの人が心救われたことで しょう。私たち
も CAPの 活動を通 して、子どもを大切に思うおとなを増や していきたいですね。
★ この夏、絵 本作家 の宮西 達也さんが二次市の小田美術館 に来 館 され、子 どもた
ちに、絵本の世界の楽 しさ、表現 する ことの面白さを伝 えるイ ベ ン トがあ りま した。
宮西さんの絵本の世界 は、愛 にあふれてい るものばか り。 日頃の忙 しさの中で
忘れかけていた大切な ことを思 い出させて <れ お話ばか りです。
・一 度、手に取 り読んでみて <だ さい。
私のお勧めは「 おきえう春そうだな」 …
あふれ出る涙 を拭 くハ ンカチの用意 をお忘れな <。 ・

0。

