
　11月、12月というのはある子どもたちにとって、いっぽの退所が近づき、進学か就職
の進路が具体的になり始める時期でもあります。今年は２名の子どもが退所予定で、１
名が専門学校へ進学予定。もう１名が他県への就職予定となっております。２人とも
いっぽにきてから３年ほどの時間を過ごしてきた子たちなので、退所すると寂しい気持
ちも湧きます。しかし、子どもたち側の気持ちはどうでしょうか。いっぽのルールから解
放されて、自立して自由になれることの期待と不安があるようです。
　ある日に退所予定の子と話をした時のことです。就職予定の子Ｔくん「就職して働く
なら、バリバリ頑張ろうと思うけど、きっとご飯も自分で作るわけだし、朝も起きれるか
なって。色々と不安だわ。」進学予定のＫくん「進学したら、学校と退所してからの生活の2つも新しいことが同時に始まる。
それが不安。学校で友達とうまくいかなかった時に、自分で気持ちを切り替えて頑張れるかなって不安に思う。いっぽにい
たら、話せる人がいるけどさ。」等と話を聞いたことがありました。自立することは子どもたちにとって退所後は不安がいっ
ぱいのように感じます。『いっぽの中でいること』と『社会に出ること』の間には埋めきれない差があるように感じてます。こ
の差は一つの方法として自分でチャレンジして、色んなことを試して、悩み考えつつ、埋めていくべきでしょう。ただ、それ
には大変な苦労が伴います。時には心が折れかけそうにもなることもいっぱいです。
　いっぽにはアフターフォローとして退所後に適宜話を聞きつつ、必要に応じてサポートします。私は「一人で悩まなくて
もいいよ。」と安心感を持ってもらえるように伝えるように心掛けています。同時に私はいかに手を出し過ぎずに、退所した
子が困難を自分で乗り越えられるのかも大事にしたいと考えております。
　しかし、自分で何もかも乗り越えていくには社会人になってから数年の月日が必要に思います。
他にも自分が困難な壁にぶち当たった時に助けてくれる仲間。そして、奥さんや家族ができること
で、壁を乗り越える力になる。随分と退所から先の長い話にまでなりましたが、いっぽでは退所し
てからが本当の意味でのアフターフォローが始まります。施設の職員と利用者という位置を脱し
て、大人同士であり、お互いの存在を意識しながら人生を歩み、成長し合いたいですね。
　退所してから5年後、10年後はどんな成長を遂げているのかが楽しみです。

自立援助ホームいっぽ ホーム長　青木 佑磨
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来年、進学する子と
就職する子について想うこと
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令和2年度 今期の活動予定 2021年1月～3月

12月21日現在会員数

正会員35名・準会員
8名 計43名
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○●特定非営利活動法人 なごやかサポートみらい●○

● 7 月 21 日（火） 19：00～ 第 1回理事会（ZOOM）
● 10 月 29 日（木） 19：00～ 第 2回理事会（ZOOM）
● 11 月 8 日（木） 13：00～ 蛯沢光講演会（ZOOM）
● 11 月 29 日（木） 13：00～ なごやかサポートみらい主催　講演会（ZOOM）
● 12 月 17 日（木） 19：00～ 第 3回理事会（ZOOM）

● 2月 未定　 19：00～ 第4回理事会（ZOOM）

●  2月・3月 　  記念品贈呈事業（みらい募金を活用）

前期の活動報告 2020年07月～12月

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。

・上田幸子さま
・大澤はるみさま
ありがとうございました。
（順不同）

皆様からのあたたかい気持ちをお願い致します。

★みらい募金へのご協力をお願い致します！★

★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

謹 賀 新 年

退所する子の誕生日会の様子で
す。これからはいっぽで誕生日会
はないけど、社会に出てから1歳
ずつ歳を重ねていく度に、素敵な
大人になっていることでしょう。

自立援助ホーム いっぽで必要としている物が「児童福祉の架け橋」
いっぽの詳細ページにて掲載されています。引っ越しをおこなった
ため、現在不足しているものが色々とあります。
定期的に更新しておりますので、ぜひ見て頂けますと嬉しいです。

https://jidoufukushi.jp/jiritu-ippo/

当会では、創立当初から毎年欠かさず、愛知県・三重県・岐阜県の児童養護施設
を退所していく子どもたちに、『なごやかサポートみらい』と記された記念品
を届けています。子どもたちが夢や希望を胸に社会に巣立っていくのをお祝
いするとともに、不安や悩みごとを抱えたときにいつでも相談先となる当事
者の居場所としての『なごやかサポートみらい』の存在を
知ってほしいという思いから継続してきた事業です。
その資金になるのが、みらい募金にいただいた皆さまから
のご寄付となります。コロナ禍で大変な状況の中でも子ど
もたちが心強く旅立っていくことができるように、皆さま
からの温かいご支援をお待ちしております。

理事　外山 玲那

みらい募金へのご協力をお願い致します。



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

進学応援セミナーを開催しました なごやかサポートみらい主催
居場所を見つけた子どもたち講演会

新型コロナウイルスがもたらしたもの

尊敬している人は誰？

蛯沢光講演会について

いっぽのホームページをリニューアルしました

　新型コロナウイルスが日本で猛威を振るい始めてから1年以
上が経過しました。私は社会保険労務士という立場から、この
ウイルスが企業や労働者に与えた影響を目の当たりにしてき
ました。
厚生労働省がここ数年取り組んできたものの、遅々として進ま
なかった『働き方改革』が、皮肉にも、新型コロナウイルスの蔓
延により急速に進みました。
　この１年足らずで世界は激変し、多くのものを失い、今もな
お、苦しんでいる方がたくさんいらっしゃいます。まだまだ先
の見通しも立たず、不安な状況は続いています。しかし私は、決
して悪いことだけだったとは思いません。コロナによる環境の
激変により、多くの気付き、教訓、革新も生まれたと思います。
　「手洗い、うがいが大切であること」「体調が悪いときは無理
せず休むこと」「全員がオフィスに出勤しなくても仕事ができ
ること」「残業は減らせること」などです。良くも悪くも、今まで
の『当たり前』が崩れ去った今、これをチャンスと捉えて動き出
すしかありません。この経験を悲しいだけの
もので終わらせないために、私も行動して
いきたいと思います。世界が元通りにな
り、また自由に集まれるようになったと
きには、笑顔でお会いしましょうね。

理事　金澤 亜矢

ホームページはこちらから　
https://ippo-mirai.com/

　COVID-19の流行という、予想もしていなかった事態
に見舞われた今年度、誰よりも支援者の皆さまの素晴ら
しさと子どもたちの踏ん張りを感じています。TVでよく
取り上げられる医療従事者の方々はもちろんですが、福
祉の支援者の皆さまへも、尊敬と感謝しかありません。
　go toキャンペーンなるものが継続されていました
が、外食や旅行などを、支援者の皆さまが心おきなくでき
るのは、まだ先の先。子どもたちも同じようにたくさんの
制約の中、頑張っている毎日です。
　私たち一人ひとりが、「コロナ疲れ」などと甘えずに（支
援者の皆さまはもっと疲れてます！子どもたちもたくさ
んの我慢をしています！）、自分の頭で考えて自身の生活
を律し、支援者の皆さまや子どもたちをはじめとする、
もっともがんばり続けていらっしゃる人々へ思いをはせ
る余裕と優しさを自然と持つことができるようになれ
ば・・・と思うこの頃です。
　支援者の皆さま、本当にありがとうご
ざいます！そして、子どもたちは本当
によく頑張っていてカッコイイ！皆
さまがとにかくお元気でいてくださ
ることを心から願う毎日です。

監事　谷口 純世

　11月29日（日）にZOOM開催された社会的養護当
事者による講演会。社会的養護の関係者だけでなく、た
くさんの地域の皆さまにもご参加いただきました。
　第一部は自立援助ホーム、里親、児童養護施設の実践
者３名からの報告。様々なエピソードや子どもたちに
かける想いが語られ、言葉一つひとつからはそれぞれ
に並々ならぬ情熱が伝わってきました。
　第二部は、施設や里親を巣立った当事者３名の皆さ
んからのリアルな報告。赤裸々に語られたエピソード
には、たくさんの困難と向き合いながらも懸命に生き
抜いてこられた人としての強さや優しさが詰まってい
ました。また、過酷な人生を歩んできたにも関わらず、
出会った人たちへの感謝の気持ちを忘れずに言葉にさ
れていたことはとても印象的でした。私たち大人、社会
がこれからすべきことは何なのか。もう一度しっかり
と見つめ直してみようと前を向く力を
いただいた思いです。
　報告者の皆さんに感謝の気持ち
でいっぱいです。ありがとうござい
ました。

監事　川上 知幸

今、できることを大切に
　私が勤務する大学ではオンライン講義が続いておりま
す。このような社会情勢下ではやむを得ないと思いつつ、
画面を通じての会話は相手の全体像や雰囲気、細かな表情
を感じ取ることができず講義がうまくいかない状況に疲
れ切っていました。そのようなとき、施設を退所した子ど
もが大学進学したという話を聞きました。しかし、『コロナ
の影響で入学後からオンラインが続き友人関係で苦慮し
ている』『アルバイトを決めてもシフトに入れず経済的に
苦しい』など、本当に大変な状況の中で学生生活を送って
いるとのことでした。また別の卒園生からは『コロナ禍で
仕事と収入が減り生活していけるかどうか』『転職するこ
とを考えた方がよいかどうか』と、これからの生活につい
て相談がありました。そんな彼らは話の最後に『施設生活
は不平不満もあったけれど、その当時頑張ったからこそ、
高校を無事卒業して次に進むことができた』と語ってくれ
たのです。二人の話を聞きながら『大変な生活が続く中で
も、今できることを大切にしなければ、次
にはつながらない』ということを教え
てもらいました。その教えを心にとめ
ながら、皆さんとともに困難を乗り越
えていきたいと思います。

理事　藤田 哲也

　いつもなごやかサポートみらいの活動にご協力をいただきまして、ありがとうござ
います。10月の中頃にいっぽのホームページが新しくなりました。全体的なデザイン
は、子ども達の様々な個性が、徐々に文字などの形になっていくような事をイメージ
した写真をメインに使って表現しました。思春期の大事な歳でありますので、いっぽ
関わる皆様とより良いサポートが良い形となって広がっていけばと思っています。
　「入所したい方」、「支援したい方」に分けて情報をまとめていますので、ニーズに合
わせて情報をみていただけます。「支援に関する情報」のボタンを押し
ていただくと、いっぽで今必要にしている物が掲載されていたり、
支援をいただいた方にお礼を掲載しています。TOPページでは、
ブログで日々の子供達の様子なども掲載していく予定で、すぐに
最新の情報がでみていただけるようになっています。ぜひ今後見
て頂きまして、活動を知って頂ければ幸いです。 理事　小野 裕司

　特定非営利活動法人なごやかサポートみらい法人設立日の11月8日に蛯沢光講演会をzoomで開催しました。参
加者は約20名でした。埼玉、千葉、京都、愛媛等、様々な地域から参加頂きました。
　私の生い立ちから現在の仕事や当事者活動、家族や子育て等々、たくさん語らせて頂きました。あっという間の時
間で、物足りないぐらいでした。
　こうして社会的養護に興味、関心を寄せて下さり、話を聞いて頂けることは本当に嬉しく思いま
す。参加者の方からも聞けてすごく良かったと感想を頂き、また開催したいなと思った次第です。
社会的養護の子どもたちや関わる支援者のためにもこうした機会をたくさん作っていきたいと
思います。
　参加して下さった皆さん！そして事務局を担って下さった梅谷先生ありがとうございました。

理事長　蛯沢 光

　応援ラインが始まって数ヶ月が経ちました。応援生の総数は90名で、そのうち3割ほどが
登録してくれています。中には具体的な相談をしてくれた人もいます。「いつでも気軽に、ど
んなことでもメッセージを送ってね」というスタンスで、応援生たちにとって、困ったとき
もそうでないときも、相談先の一つとして認識してもらえていたらうれしいなと思います。
　9月27日（土）には、オンラインで進学応援セミナーを開催しました。参加者は53名でし
た。蛯沢理事長より「社会的養護から進学するということ～私の体験～」と題して、進学の体
験談をお話していただきました。また、これから申請できる奨学金の紹介を少しさせていた
だき、応援プログラムとして、大友剛さんによるマジックとスペシャルライブがありまし
た。本格的なマジックにみんな驚きながらも楽しい時間を過ごさせていただきました。
　その後、子どもと大人に分かれて分科会を行いました。私は高校生の分科会に参加しました。朝日新聞奨学金の応援
生3名が先輩としての体験談を語ってくれました。今回はコロナ禍のためオンラインでの開催でしたが、全国各地から
の参加があったこと、対面では恥ずかしくて質問できない子がいる中で、チャットを活用しての質問が多くあったこ
となど、オンラインの特色を活かせたセミナーになったと思います。
　また、経験してきた先輩たちからの話が1番入りやすく、自身に置き換えて考えることができるからこそ、時間が足
りなくなるくらいききたいことがあったのだと思います。時間配分がうまくできずに申し訳なかったです。今後もこ
のような機会を通して、社会的養護から進学を目指す子どもたちを応援していきたいです。 相談員　水野 梨沙


