
1 
ＮＰＯさんまクラブニュースレター（季刊）          2015年 3 月 31 日発行 第 4号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

巻頭言              谷村耕太 
 

心躍る春の訪れですが、進学、進級など環境が変わる子どもたちにとって、期待と不安の入り混

じる難しい季節と思います。皆様におかれましても、新年度が実り多いものになりますよう、お祈

り申し上げます。 

皆様に賜りましたご支援により、NPOさんまクラブも新年度を迎えることができましたことに感

謝を申し上げます。一昨年度設立し、各事業を通じ、着実に地域に根付きつつある NPO さんまクラ

ブの働きですが、昨年度週 2 日で開始した放課後学童クラブ事業＝「放課後さんまクラブ」を毎日

開催するなど、2015年度は、事業を拡大し、飛躍の年としていきたいと考えております。 

とはいえ、まだまだ力不足ゆえ、安定した経営とは言えない状況が、2015 年度も続く見通しで

す。インクルーシブ（内包的＝共生共育）社会の実現のため、地域の中で小さく弱いところから広げ

ていく私たち活動を、引き続きできる限りのご支援を賜りますよう、お願い申し上げます。 

昨今、教育改革や少子化問題についての議論の中では、個性の尊重を説いていながら、優れたエ

リートを養成するためだったり、全人教育を語っていながら、社会への従順さを求めていたりと、

少しでもより価値の高い労働商品をどれだけたくさん作れるか、という視点で語られることがあま

りに多いように思います。そこでは、子どものためと言っておきながら、子どもの側に視点が置か

れていないのは明らかです。「その子」が幸福でいることが何より大切であるはずにもかかわらず、

多数の利益（少数の金持や戦争好きの利益かもしれませんが）のために全ての子どもを巻き込んで

いく今の風潮に強い危機感を覚えます。子どもは、国の所有物でも、社会の所有物でも、親の所有物

でもないのです。 

先にも述べた通り、NPO さんまクラブはインクルーシブ社会の実現のために、地域社会に不可欠

である子どもたちと一緒に「居場所」＝「さんま」を創っていく活動をしています。NPOさんまク

ラブニュースレター創刊号の巻頭言（理事長谷村徳幸）に載せたインクルージョンの図です（次頁）。

なぜ、インクルージョンを目指すべきなのでしょうか。多数の利益を優先させることが合理主義、

グローバル経済の原則であるならば、さんまクラブの目指すものは、非効率で不経済と見えるかも
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活動報告 ～～放課後さんまクラブ、土曜さんまクラブ～～ 

しれません。しかし、日々子どもたちを目の当

たりにし感じることは、「非効率で不経済な人」

がその場にいた方が、その人間関係の輪（チー

ム、仲間、集団）、それにその個々の力がぐんと

伸びます。違いを乗り越える力が子どもたちに

あるのです。つまり、人間に備わっているので

す。図のセパレーション～インテグレーション

ではその力を発揮し伸ばす場がありません。本

当の困難に直面したとき（それは、今かもしれ

ません）、それを解決する力は、そういった違い

を優劣ではなく、個性として認め、共に考え、

試行錯誤し、乗り越える力だといえるのかもしれません。いろいろな違いを切り捨て、関係を引き

剥がしてはいけません。それこそ、もったいないです。 

私たち大人は今、子どもの生き方から学び、子ども自らが行う「居場所づくり」を形にする手伝い

をしなければならないと思います。それは、平和をつくる仕事だと思います。NPO さんまクラブは

ここ水口にあって、地域に子どもから「インクルージョン」社会を実現していくお手伝いをしよう

と立ち上がりました。私たちの試みが果たせたならば、「平均的」な地方都市である水口での成功が、

全国の同じような規模の地方都市で転用可能なモデルケースになるのでは、という壮大な夢も抱い

ております。しかし、これは夢で終らせてはならないと思います。子どもや若者、老人、障害者など

の居場所を奪っておいて、繁栄や平和はありえません。日本全体の問題である、この問題を、まず地

域から、子どもから、最も小さいところから始めるのです。夢を夢で終らせないために、今年度もさ

らに、地域のニーズに応えながら、よりたくさんの働きができるよう、スタッフ一同気合をいれて

頑張ります。どうか、NPO さんまクラブの働きをご理解いただき、覚えてくださいますようお願い

申し上げます。 

 

 

 

 2014 年度は、「放課後さんまクラブ」（放課後学童クラブ事業：毎週水、金曜日の放課後～１７：３０まで）

と週末の「土曜さんまクラブ」（児童館事業：毎月第 2～第 5 土曜日、１３：３０～１６：３０まで）の二つの事業

を柱に法人を運営してまいりました。二つの事業共に本年度の最終回を終えました。放課後さんまクラブは定期利

用者 5名、土曜さんまクラブは平均 20 名前後の参加がありました。イベント事業のビアガーデンも 1 回の惨敗を

除き、大盛況。写真で様子をご紹介いたします。 

 

放課後さんまクラブ 公園に遊びに行きました。            絵の具で絵を描きます。 
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12 月 27 日 「親子で鍋パーティー」より 

温かい鍋に身も心もほっこりです。 

 

 

                                                     

1 月 1０日「書初め大会」より 

                                2015 年度は自分の好きな字を書初めするこ 

とから始めました。 

                                それにしてもなぜ「蛇」と「甘い」？？？ 

 

 

 

 

 

 

                        1 月 11 日「新年ビアホール」 

              通常は大人と子どもで 60 名ほどの大盛況なのですが、 

                 この日はスタッフ以外の参加者 1 名の大惨敗↓ 

                         写真は楽しく反省会中です。 

 

1 月 17 日「親子でもちつき大会」より 

冬のビックイベントその① もちつき大会です。 

天気が悪かったので室内での開催になりましたが、元気な「よいしょ」のかけ声が室内に響きわたりました！ 
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                          2 月 14 日「アイスアリーナへ行こう」より 

                           冬のビックイベントその② スケート遠足です。 

                           土曜さんま史上最多の参加者 40 名の参加でした！ 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 月 21 日「カルタ Deさんま ～平和カルタを作って遊ぼう」より 

日本キリスト教団京都教区滋賀地区青年部との共催行事

として開催した。「平和」って何だろう？戦争のないこと

が平和？ 友だちと仲良くすることだけが平和？ 遠い国

の友だちは？日本に住んでるまだ会ったことのない友達

は？ いろんなことを考えながら自分達でオリジナルの

「平和カルタ」を作りました。 作った後はチームに分か

れて、カルタ大会！ 「平和カルタ」を一枚でも多く取る

ために、激しい「戦い」が繰り広げられました（笑） 

 

 

                           2 月 28 日「紙ヒコーキ大会」より 
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連載 「居場所」を考える ～第 3 回～ 
 

 

支援−被支援の関係のなかで 

堀江有里 

（当法人理事。公益財団法人世界人権問題研究センター・専任研究員。専攻は社会学、フェミニズム、

クィア神学。） 

 

■「選び取られたコミュニティ」の背景 

 前回に引き続き、「選び取られたコミュニティ」

について考えてみようと思います。家族や地域、学

校など、人が生まれて育っていく過程で出会ってい

くコミュニティと比較して、そのなかで生きがたさ

を抱える人びとがつながろうとするとき、「選び取

られたコミュニティ」がさまざまなかたちでつくら

れてきました。コミュニティとは、人と人とがつな

がる可能性を生み出す場として機能してきたといえ

ます。 

 では、人と人とは、どのようにつながっていくこ

とができるのでしょうか。個々人が点と点としてつ

ながっていくときに、あらたな〈場〉が生まれま

す。それが集団性としてのコミュニティをなしてい

きます。わたしが、点と点がつながる出来事を実感

してきたひとつに相談業務の場があります。 

 この 20 年あまり、セクシュアル・マイノリティ

（性的少数者）――レズビアン・ゲイ・バイセクシ

ュアル・トランスジェンダーの頭文字をとって

「LGBT」（注※）と表現されることもあります―

―の相談にたずさわってきました。また、この 3 年

ほどはセクシュアル・マイノリティだけではなく、

さまざまな生活困難に直面している人びとを対象と

した相談チームの一員としても活動してきました。

たとえば、相談の現場でしばしば聴かれるのは「周

囲との関係がうまくいかない」、孤立していて「寂

しい」という声です。仕事がない、経済的に困窮し

ているという状況にあったとしても、具体的な情報

や資源よりも、他者とどのようにつながっていく

か、そこで自分の価値をどのように見出すかという

点に、多くの人びとが苦悩していることに気付かさ

れます。人は誰かとのつながりのなかで「生きてい

る」という実感をもつのかもしれません。そんなこ

とをよく考えさせられます。 

■「出会い直し」の経験 

 ある集まりで、一人の青年との「出会い直し」が

ありました。仮に A くんとしておきます。A くん

は女性の身体をもって生まれ、その後、自分が「女

性ではない」ことに気づき、ホルモン療法――男性

ホルモンの体内摂取――を開始し、いまは「男性」

として生きています。いわゆる「性同一性障害」当

事者です。ちなみに「性同一性障害」とは、身体の

性別と性自認（性別の自己認識）が一致しない人に

つけられた「単位疾患名（病名）」です。1990 年

代には当事者の社会運動では「トランスジェンダ

ー」という言葉のほうが使われていましたが、いつ

しか医療名のほうが広く認識されるようになりまし

た。そこにはマイノリティを「わたしたち（＝マジ

ョリティ）」とは異なるものとして括り出し、他者

として認識する態度がみられます。 

 さて、A くんとわたしは、それまでにも何度も対

話を重ねてきた間柄です。相談業務のなかでのこと

でした。そこでは相談者（被支援者）である A く

んと相談者（支援者）であるわたしという関係でし
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たが、共通の友だちを介してわたしたちは「出会い

直し」をしました。相談者と相談員――支援者と被

支援者――ではないあらたな関係が生まれる瞬間で

もありました。 

 この「出会い直し」は、わたしにとって、彼との

相談業務のなかでの対話を思い出させてくれるもの

でした。彼は言葉少なにそれでも「死にたい」と繰

り返し言いつづけ、時には薬を多く飲むことによっ

て病院に救急搬送されたりもしていました。しか

し、ある集会で出会い直したとき、彼は目の前で笑

顔をたずさえていました。その笑顔をみながら、相

談業務のなかで聞いていた話を自分のなかで反芻

し、涙が止まらなくなりました。そして、彼には一

番言いたかったことを伝えました。「良かった、生

きててくれて」、と。お互いに生きているから、い

まがある。改めてそんなことを確認した時間でし

た。 

 彼は、その後、日常のなかで自分が生き延びてき

た道筋を振り返りつつ、ほかの人たちの支援や、自

分の生活する地域での活動を少しずつはじめまし

た。セクシュアル・マイノリティが生きやすい日常

の場をつくっていくために、役所への交渉をした

り、図書館に本をリクエストしたり、です。つまり

は、身近なところから社会を変えて行こうとしてい

ます。そして、わたしは彼のそのような積み重ね

に、大きな励ましをもらってもいます。 

■支援現場での相互行為 

 対人支援の活動をしていると、自分のことを「サ

ポートする側」だと思い込み、それに慣れてしまう

ことがあります。しかし、実際には、支援現場で出

会った人びとに支えられることも少なくはありませ

ん。 

 たとえば、とても良心的なマジョリティの人たち

からこんな声をかけられることがあります。「セク

シュアル・マイノリティのために何かをしてあげた

い」、と。手助けをしてあげたい、ということで

す。その発想自体はまぎれもなく善意から生まれて

いるものでもあります。しかし、何かをして「あげ

る」とは、なかなか曲者でもあることも事実です。 

 これまで相談支援の現場でも、わたしはそういう

人たちには、なぜ、して「あげたい」のかをたずね

てきました。返ってくる言葉は「誰かの役に立ちた

い」というこたえが圧倒的多数です。そのように声

をかけてくれる人たちに、わたしがセクシュアル・

マイノリティのコミュニティを紹介することはほと

んどありません。誰かに何かをして「あげたい」人

たち自身がどのような困難のなかにあるのか、その

自覚なくして、他者に何かをして「あげる」という

のは傲慢にすぎないと思っているからです。誰かの

「ために」という視点は、多くの場合、その人自身

のなかでつくられたマイノリティの像がある程度固

まった状態を伴っています。実際に、マジョリティ

の人たちがセクシュアル・マイノリティのコミュニ

ティにやってきて、自分が描いていたイメージと異

なった人びとと出会い、そこでそれまで大切に育ま

れてきた場を壊してしまうことは、しばしば生じる

ことでもあるからです。 

 このような「外」側からやってくる支援者予備軍

と、実際に支援現場にいる支援者は紙一重でもある

のかもしれません。であれば、支援者予備軍の人び

とが善意でやってきて、支援者との相互行為の場面

を繰り返し、「出会い直し」を経験することもある

かもしれません。また同時に現場にいる支援者が、

他者に何かをして「あげる」という傲慢さのなかに

埋もれてしまう危険性もあることを忘れてはならな

いと思います。 

■支援現場と「選び取られたコミュニティ」の遠

さと近さ 
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会費の納入にご協力ください 

 さて、冒頭に「選び取られたコミュニティ」のひ

とつの事例として、相談業務を位置づけました。実

際、相談業務という支援の現場で、人と人とを結び

つけることは二次的な出来事です。まずは相談者の

声を聴くことが目的となるからです。場合によって

必要な情報提示や資源の結びつけがありますが、そ

れらは基本的には「個人的な」出来事です。つま

り、そこにはコミュニティという言葉で想定される

集団性がありません。では、支援現場とコミュニテ

ィは大きくかけ離れるものなのでしょうか。 

 社会学者のケン・プラマーは、レズビアン・ゲ

イ・バイセクシュアルの人びとのインタビュー調査

を一冊の本にまとめています。そのなかで、他者と

の出会いを伴う集団性をもったコミュニティの重要

性に着目しています。プラマーがコミュニティの重

要な機能として挙げているひとつに「経験を語る

場」があります。人と人とのつながりを生み出して

いくのは「経験を語る」という行為である、と。プ

ラマーによると、語りが盛んになるためには「聞い

てもらうコミュニティがなければならず、聞いても

らうコミュニティにとっては、その歴史やアイデン

ティティや政治をいっしょにつくりあげるストーリ

ーがなければならない」のです（『セクシュアル・

ストーリーの時代 ――語りのポリティクス』桜井

厚・好井裕明・小林多寿子訳、新曜社、1998

年）。 

 このようなコミュニティの形成プロセスを考える

と、相談業務という支援の場は、集団性を生み出し

ていく「入口」にもなりうるものだと思います。対

人関係の苦手な人びと、自分のことを語ることがで

きない人びとを、まずは一対一の関係のなかで聞き

取っていくこと。そのような人間関係の積み重ね

が、集団性へのステップを生み出すこと。セクシュ

アル・マイノリティの置かれた状況だけではなく、

このような方法は、さまざまな場で有効なものでも

あり、そして実践されてきたことだと思います。 

 

（注※）レズビアン（女性同性愛者）、ゲイ（男性同性愛者）、バイセクシュアル（両性愛者）、トランスジェ

ンダー（性別越境者）。レズビアン・ゲイは性的指向（sexual orientation／性意識の方向）が同性向く人

びと、バイセクシュアルは両性に向く人びと。また、トランスジェンダーは身体的な性別と性自認が一致

していない状態。 

 

 

2014 年度のＮＰＯさんまクラブの活動に多大なるご支援、ご協力を賜りまして心より感謝いたします。みなさまのご

支援によって、2014 年度を無事に乗り切ることができました。ありがとうございます。2015 年度は、放課後さんまク

ラブを毎日開催するなど、大幅な事業拡大を計画しております。ただ、私どもスタッフの力不足で、今年度以上の財政難

のまま事業年度をスターとさせます。会員のみなさまのさらなるご支援を何卒よろしくお願いいたします。下記の通り目

標額を定めさせて頂きました。どうぞ 2015 年度会費の早期の納入にご協力下さい。寄付金でＮＰＯさんまクラブを支

えてください。遠方の方は同封いたしました郵便振替用紙をご活用下さい。会費等は分割払いのご相談にも応じます。ど

うぞスタッフまで声をかけて下さい。よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

正会員費：   年間５，０００円 

賛助会員費：個人一口２，０００円 

      団体一口５，０００円 

2015 年度会費収入、寄付金収入目標額 

正会員：60 万円（120 名分） 

賛助会員：20 万円（100 名分） 

寄付金：２９３万円 
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2014 年度会費納付者＆寄付者名 

（敬称略・順不同：３月３１日現在） 

■正会員 

谷村耕太、藤居都、宇田慧吾、谷村徳幸、上村万里子、片岡自由、西田周平、

大川清、大川大地、菅恒敏、藤原忠昭、守岡英子、津田智恵子、福澤祥、 

鵜飼典子、川口義彦、中村深鈴、横田明典、石田原さやか、白川勝代、 

池田純平、角田啓子、星山京子、平野明子、木村和広、池田咲子、池田博、

守岡兼光、川上信、川上幹太、木戸進次、寒川公子、谷口ひとみ、村田敏、

山田哲史、千葉宣義、高瀬元通、月下星志、榎本てる子、河礼子 

■賛助会員 

木下栄美子、塩野靖男、竹花牧人、原田孝行、片岡公子、北垣景子、中村歩、 

田村信征、川島洋一、続時子、大谷元宏、宮川道子、三谷一夫、三谷一子、

大谷和雄、神山登美子、中島樹生、上村静、街道祐都、森小百合、巣立っ子

診療所（団体会員）、森美佐子、杉野輝、竹内宙、小林明、丹波二三夫、 

伊早坂貴宏、小田原緑、山元重夫、北脇曻、植田清一郎、奥村麻由、林健、 

安田和人、首藤あかり、稲村守、上田俊子、北尾茜、林登子、久保田文貞、

藤田結香、谷岡孝子 

■寄付者（52 口、計 926,834 円） 

宇田慧吾、塩野靖男、匿名 2 名、片岡公子、北垣景子、田村信征、 

谷村耕太、福澤祥、大谷和雄、八木暖人、神山登美子、大川大地、森小百合、

岡八十二、日本キリスト教団水口教会、小田原緑、星山京子、佐野恭子、 

日本キリスト教団草津教会、宮田誉夫、山元重夫、北脇曻、川島洋一、 

鵜飼典子、奥村麻由、原田孝行、木戸進次、白川勝代、金迅野、平野明子、

片岡公子、上田俊子、谷村耕太、千葉宣義、大谷和雄、池田純平、谷村徳幸、 

日本キリスト教団伏見教会子どもの教会、日本キリスト教団八日市教会、

上村万里子、勝山久仁子 

 

みなさまのご協力に心から感謝いたします！ありがとうございました！ 

 

 

 

 

 

 

 

特定非営利活動法人 さんまクラブ 

理事長：谷村徳幸                                                         郵便振替口座 

スタッフ：池田純平、大川大地、谷村耕太             口座記号番号：00910-7-202663 

〒528-0028 滋賀県甲賀市水口町城東３－２１          口座名：特定非営利活動法人さんまクラブ 

Tel: 0748-76-3414 Fax: 0748-76-3413 

Mail: 3ma.club@gmail.com 

ＮＰＯさんまクラブ設立 1 周年記念講演会 6月 6 日（土）１５：３０～  

「大人が問題！？ 大人は問題！？ 大人の問題！？ ～～子ども、子育て、教育を考える」 

講師：池住義憲さん（元立教大学大学院特任教授） 

 


