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○●特定非営利活動法人 なごやかサポートみらい●○

特定非営利活動法人
なごやかサポートみらい

●１０月１６日（水） １９：３０～　第３回役員会（会場／なごやかサポートみらい事務所）
●１１月１０日（日） １３：３０～　わくわく集会 （会場／愛知県司法書士会館8階）
●１２月１４日（土） １０：００～　第１回なごやかサロン（会場／なごやかサポートみらい事務所）
　　　　　　　　　 １９：００～　忘年会（鮮魚居酒屋いちにいさん）

●　３月６日（金） １９：００～　第４回役員会 （会場／なごやかサポートみらい事務所）

●　1月11日（土） １0：００～　第２回なごやかさろん （会場／なごやかサポートみらい事務所）

第 3回 なごやかサロン第 3回 なごやかサロン
なごやかサロンとは、社会的養護当事者・支援者が気軽に参加して、なんでも相談できる自立を
支援するための事業です。どんな御悩み事でもOK。まずは気軽に参加して先輩達に相談しましょう！

年度末には施設や里親家庭等を巣立って、就職・進学
する子どもたちへ当法人から記念品を
贈呈する事業を行う予定です。
皆様からのあたたかい気持ちを
お願い致します。

前期の活動報告

今後の活動予定

★みらい募金へのご協力をお願い致します！★

　前回の通信ではいっぽに住んでいる子たちの状
況を主にお伝えさせていただいておりました。今回
は退所した子どもたちの状況をお伝えするために、
アフターフォロー支援について書いていきます。
　まずアフターフォローではどんな相談があるの
か？「電気代の支払い方が分からない。」「缶、ビン、
ペットボトルはどこに捨てるの？」「職場の上司か
ら注意を受けて、言い返したら言い合いになった。
どうしたら仲直りできるかな？」「(専門学校に通う

子より)来年度の奨学金の申請書の準備を手伝ってほしい。」「自分の親と会いたい。」本当に様々
な相談内容があります。
　この中の印象に残っているのは退所してから「自分の親と会いたい。」と相談してくれたTくん
でした。彼には県外で暮らす母親がおります。私たちは市役所で手続きをして母親の住所を調べ
て、会いに行きました。その住所まで何時間もかけて向かった先で母親から「会いたくない」と一
言。そこで立ち尽くす私と彼。そこから二人で文章を考えて手紙を残して帰りました。
その数日後に、手紙を見つけてくれた姉から私に電話があり、彼と繋げて、さらにはその数か月
後に母親から本人へ連絡がありました。彼は姉と話ができたことをすごく喜んでいました。私も
姉から電話を受けた時は本当に嬉しくなりました。その後、Tくんは仕事の休みに県外に住む母
親のところまで会いに行き、自分の想い(育てられなかった理由、一緒に暮らしたかった気持ち
等)を全部ぶつけてきたそうです。母親は聞いてくれたそうです。この話は社会的養護の世界で
珍しいケースのように思います。中には会いたくても会えない。親との関係性が修復できなかっ
たこともあります。そんな中でTくんが親と会えたことは非常に恵まれていたことでしょう。
アフターフォロー支援ではこんなことも相談に乗るの？と思うようなことも聞くようにしてい
ます。子どもの立場でこんな小さなことも相談してもいいのかなって思えれば、本当に言いにく
い大きな問題が生じた時にも言いやすいようになるのではないかと考えています。退所した子
たちには「いつまでもあなたは独りではないよ」という想いを注ぎ続けたいです。
　最後にいっぽで住んでいる子たちのことをお話すると、最近では12月に
クリスマス会、年末年始は初詣に行く等のお正月気分が味わえるように
過ごしていました。楽しい時期でもあります。しかし、家庭の子との境遇の
違いを考え、自分たちにはクリスマスにプレゼントがない。お年玉がない。
子どもたちからすると色んなことを思うようです。写真はクリスマス会
の写真です。豪華なご飯を作ってくれるスタッフがおり、ビンゴゲームを
して景品をもらい喜び合い、サンタクロースになって場を賑やかにして
くれる子もおりました。　　　自立援助ホームいっぽ　ホーム長　青木佑磨

日時／ 1月 11日（土）１０:００～１6:００　　　参加費・相談料／無料
会場／名古屋市北区西志賀町 5丁目 13番地の 1　司マンション 101号
　　　※黒川駅3番出口より徒歩 10分駐車場はありません。コインパーキングをご利用ください。

2020年1月～2020年3月

自立支援事業

会員さんも
参加

できます。

いっぽを退所した子たちの姿とは？　皆様、いつもご協力とご理解を頂き、本当にありがとうございます。
この場を借りて、心より御礼申し上げます。
当団体では毎年、東海三県内の児童養護施設を巣立つ子どもたちに
対して、記念品をお贈りしています。
困ったときや悩んだときは遠慮なく、気軽に安心して頼ってほし
い！という願いを込めて、団体設立当初から事業を継続しています。
毎年数名の当事者が事務所に訪れ、様々な相談をしたり、話をして
くれます。不安や不満も含め、心の声を聞かせてくれます。
当事者の人たちは大変な状況でも、問題にしっかり向き合い、自分で考え、
一生懸命生きていることをものすごく実感し、こちらがパワーをもらって
います。社会的養護の下で育った子どもたちが安心して社会で暮らせる
一つとして、我々団体が寄り添い、支え合うことで少しでも楽しい人生の
お手伝いができたら幸いです。
皆様方からのあたたかいご支援、ご協力を重ねてよろしくお願い申し上げます。
　　　　　　　　　　　　　　　　なごやかサポートみらい　理事長　蛯沢 光

みらい募金にご協力お願いします!

 子どもの数:6名/職員数:15名/ボランティア数:5名/支援の会会員数:22名/協力雇用主:7社（2020年１月1日現在）
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自立援助ホーム
いっぽの活動報告
自立援助ホーム
いっぽの活動報告

2019年10月～12月

●　２月～３月　記念品贈呈事業　（みらい募金を活用）

・山辺 了太 さま
・田中 さま
 ありがとうございました。
（順不同）

★ご支援を頂いた皆さま★

【お振込先】
三菱ＵＦＪ銀行 黒川支店
普通口座 ０１２６４９６
特定非営利活動法人なごやかサポートみらい
理事長 蛯沢 光
トクヒ）ナゴヤカサポートミライ リジチョウ 
　　　 エビサワ アキラ

1月26日現在会員数

正会員36名・準会員
13名 計49名



活動報告 忘年会

なごやかサポートみらいの活動を紹介します。ぜひ皆さまもご参加ください 2019年10月～12月の活動報告

活動報告 わくわく集会を終えて

活動報告
　今年度はなごやかサロンを年4回企画し
ました。チラシも以前よりもパワーアップ
し、内容も様々な意見やおもいを足し合い、
検討してきました。
先日は２名の施設職員さんが、来所してくだ
さいました。お茶を飲みながら、日々の悩み
や疑問を互いに聞き合い、楽しそうな様子で
した。
次回は２名の当事者から参加したいという
連絡が入っています。なごやかサロンが安心
して、なんでも出せる場になることを願っ
て、細々ではありますが、

今後も継続していきます。会員の皆さん、社会的養護関係者の皆さん、
　社会的養護当事者の皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。
何にもしなくても大丈夫です。心からお待ちしています。
　　　　　　　なごやかサポートみらい理事長　蛯沢 光

なごやかサロン

　昨年の11月10日に開催しました「わくわく集
会」には、非常に多くの方が参加してくださいまし
た。講師としてお話してくださった橋爪様、小尾様
は、ご自身の実体験に基づく素直な想いを真摯にお
話してくださり、とても考えさせられました。その
後の茶話会では、皆様それぞれのお立場、経験から
思ったこと、感じたことを
共有することができました。

参加者の皆様のおかげで、とても有意義な集まりとなりました。
今後も続けていけたらと考えております。
　　　　　　　　　　　　　なごやかサポートみらい　監事　金澤 亜矢

　令和１年１２月１４日（土）午後６時から、金山駅近くの『鮮魚居酒屋いちにいさん金山店』で、
みらいの忘年会が行われました。師走の忙しい時期にもかかわらず、お店には大人１１名＋お子
さん１名が集まりました。
　おいしいお料理とお酒をいただきながら一年を振り返り、久しぶりに顔を合わせた皆さんとは、
お互い元気に過ごしていることを報告し合い、賑やかで楽しい時間を過ごすことができました。
１１月のわくわく集会で講師をして下さった橋爪勇人さんは、なんと雪が降る高山から泊りの
予定でかけつけて下さり、とても感激しました。ありがとうございました。
　忘年会は、みらいを支援して下さる皆さんとざっくばらんに話ができる貴重な
場だなと思いました。みんなで交流して、親睦を深める時間をこれからも
大切にしていきたいです。
なごやかサポートみらい　理事　外山 玲那

　愛知県の児童福祉施設を紹介す
るポータルサイ

トの児童福祉の架け橋を立ち上げ
て、昨年の９月

で４年がたちました。児童福祉の架
け橋は、愛知県

の児童福祉施設長会の皆さまにご
協力を頂き作成

をしました。製作にあたり、施設
では支援のミス

マッチが起きている現状や、ホー
ムページを持て

ない理由が管理者がいないからな
どの話を聞き、

現在のポータルサイトが完成しま
した。不定期に

はなりますが、掲載している施設
を取材させて頂

き、現状を発信しています。また、
支援のミスマッチを無くすため、

施設の人や施設の子どもたち

が今必要としている物を登録し、支
援者が購入してあげる事ができる「

必要な物リスト」という仕

組みも作りました。こちらは、施設
の詳細ページで見る事ができます

。本、水筒、弁当箱、シューズ、

お米など色々と掲載していますが
、最近では、月に１５０～２００個

ぐらいの物が

色々な施設様に届くようになりま
した。ぜひ、一度このポータルサイ

トを

見てくださいませ。もちろん、なご
やかサポートみらいが運営する、

自立援助ホーム「いっぽ」も掲載さ
れています。

http : // j idoufukush i . jp  　
　

　　　　　　　　　　　　　　　
なごやかサポートみらい　理事　

小野 裕司

児童福祉の架け橋にいっぽも掲載さ
れてます

　私は私用で遅れて参加させていただいたのですが、会場に入ったときの空気感がとても印象
に残っています。発表された方やご参加いただいた方々の思いや熱量が会場全体を覆っている
かのようでした。
　発表者のご報告、参加者からの質疑、グループディスカッションでのご意見は、臨場感のある
とてもリアルなものでした。各分野で現場経験を積まれている方々、研究を続けている方々が本
音で真剣に語っているお姿に刺激され、力をいただけたという思いです。大きすぎず小さすぎ
ず、お互いの顔が見えるこの規模ならではの成果があり、正に『学びの共同体』で
ありました。
　今後もこういった機会を設け、皆さまに学ばせていただきたいと思います。
お忙しい中のご出席、本当にありがとうございました！ 
　　　　　　　　　　　　　なごやかサポートみらい　監事　川上 知幸

理事の
活動紹

介


