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題字：川上早苗

上：放課後さんまクラブより 4/3 藤栄神社でお花見 右下：放課後さんまクラブより「公園でのんびり」 

左下 2 枚：1 月に植えたアネモネの花が咲きました(^^)/さんまハウス裏にあります！  

中央下：放課後さんまクラブより おやつの時間 

『見えないもの・現在・未来』 
片岡希望 

（NPO さんまクラブ：支援提供責任者）

以前、理事長からお誘いがあり、水口幼稚園の職員とりんごの植樹に行きました。その日の

作業内容はすでに植えてある場所から掘り起こして移動させ、別の場所にまた植えるというも

のでした。植樹自体は経験がありましたが、私たちが普段目にする「木」とは比べ物にならな

いほど小さく、小ぶりな植木鉢に入っていた苗木を穴に入れただけでした。本格的な植樹だけ

でなく、木の掘り起こしも初体験であったため、ワクワクしながら現場へと向かいました。目

的の木は高さ２メートルほど。意気揚々と土を掘りはじめましたが、いくら掘っても全く抜け

そうにありません。たくさんの根が土の間に張り巡らされ、地下深くまで伸びていたのです。

地上に高く生えている木を支えるために、ここまで根っこも深く成長していくのかと 1 人で感

心していました。 

 そのことを一緒に作業していた職員に伝えると、「子どもも同じだよね」と返答されました。

「目に見える姿だけでなく、見えないところでも大きく成長している」ということです。さん

まクラブで日々子どもたちと関わる中で、一人ひとりの様々な様子の変化に出会います。他の

子どもに親切に接することや、遊びに集中して取り組むこと、掃除を一生懸命行うことなど、

以前見られなかった良い姿が見られるとたくさん褒め、本人に充実感を感じてもらえるように

関わっています。反対に望ましくない行動があれば注意をすることもあります。どちらにして

も、保育の中では基本的にこちらの目に見える子どもの姿に反応し、応答することが多くなっ

てしまいます。しかし、「なぜこのような行動をするのか？」という目には見えないその子ども
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の“根っこ”の部分に対しての想像は不可欠であるはずです。その子ども自身がどのような思い

を抱えているのか、何を求めているのかを想像しながら関わり、こちらから適切にアプローチ

することで本人の安心感につながるはずです。植樹を通し、本人の経験した「過去」から「現

在」の目に見えないその子の思いを受け止めることの重要性を改めて感じました。そのように

子どもの思いを想像しながら受け止めることによって、その子の「未来」もまたより豊かなも

のになるはずです。子どもの「未来」は私たちにはわからない未知のものです。しかし、未知

のものであるからこそ、私たちスタッフはそれがより良いものになると期待し、いつも支援に

あたっています。子ども一人ひとりの「過去」「現在」「未来」を見据えながら、子どもたちの

見えるものも見えないものも受け止めて、日々楽しく支援していきたいと思っています。 

 しかし、すべての見えない「未来」に期待ができるわけではありません。まさに今私たちが

直面している現実は新型ウイルスによって行き先の見えない不安に覆われています。さんまク

ラブがある甲賀市も 3 月はじめから 5 月末まで休校が続いており、市からの通達で児童クラブ

も閉所をしました（5 月 6 日現在）。その影響で普段放課後をさんまクラブで過ごしていた子が

長時間家庭で過ごすようになり、子どもも保護者も疲弊している様子が伺えます。全国的にも

長期にわたる「自粛」が家庭内虐待を引き起こしているケースが報告されています1。こうした

不安がもたらす様々な事態を目の当たりにした現在、安易に「未来」を希望のあるものとして

語ることはできません。リスクは確実にあり、それが子どもにとって不利益な形で現れる可能

性もあるからです。しかし、リスクを過剰に怯えることなく、「現在」を冷静に見極めて、「未

来」に向けて必要なことをなしていければと思います。 

1 「自粛疲れが引き起こす『家庭内虐待』の不条理」 

https://toyokeizai.net/articles/amp/348601?display=b&amp_event=read-body 
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連載：「居場所」を考える⑱ 

路上に出現する〈共同性〉・その２ 

――日銀前スタンディングに参加して―― 

堀江有里（牧師／社会学者）2 

■パンデミックとこの国の情況

この原稿を書いているいま、先のみえない混沌とした状況のただなかにいます。世界中が、です。東日本大

震災・東京電力福島原発事故から 9 年を経た 2020 年 3 月 11 日、WHO（世界保健機構）は新型コロナウ

イルス感染症（COVID-19）の拡大を「パンデミック」と発表。当初、基礎疾患をもつ人びとや高齢者が感

染するといのちの危険に及ぶと言われていたものの、その状態をとっくに超え出て、感染者と死者を示すカ

ウンターは日毎に数値を増殖しつづけています。

2020 年 7 月に実施される予定であった東京五輪も一年の「延期」。そもそも真夏の気温のなかで死者が出

るのではないか、人口も労働者数も過密状態の首都圏で開催などできるのかと反対運動も起こるなか、数年

前から東京では野宿者排除を徹底し、五輪の準備がおこなわれてきました。マラソンの札幌開催なども決定

され、もはや「東京」五輪ではないとツッコミを入れられてはいたものの、「復興五輪」などとうそぶき、ま

だまだ放射能が拡散されているフクシマでの聖火リレーの計画。もちろん、これも「延期」されることにな

ったわけです。むしろ中止すべきでしょう。 

 気になるのは「延期」発表の直後から、新型ウィルスの感染者数がぐんと増えたことです。からくりは鮮明

です。隠されていた数値が明らかになっただけ。いまも症状が出ていても検査までたどり着くのは至難の業。

東京都は3月25日、東京五輪延期の発表直後に「不要不急の外出を避ける」ようにと要請。ほどなくして、

4 月 7 日に安倍政権が 7 都府県を対象として出した「緊急事態宣言」は 10 日後には全国に広げられること

になりました。しかし、「不要不急」であるはずの沖縄・辺野古新基地建設の工事はいまもつづけられていま

す。 

 場当たり的な、かつ“庶民”感覚をまったくもたない安倍政権は、布マスクを一世帯に２枚、福祉・医療・

保育関係の機関に職員数分の配布をおこなうだとか、所得が激減した人びとに 30 万円の現金給付をするだと

か、はたまた、１人 10万円の給付に切り替えるだとか…。何をどうやったら、このような感覚が生み出され

るのか。いや、もはや、政府はわたしたちの失笑や憤怒を意図的に煽っているだけのように思えてなりませ

ん。わたしたちは、この「非常事態」のなかで右往左往する政府に踊らされているだけなのではないのか。

と、そんなことを考えさせられるわけです。 

2信仰とセクシュアリティを考えるキリスト者の会（ECQA）・代表。清泉女子大学・立教大学ほか非常勤講師。専門は社会学、

レズビアン・スタディーズ、クィア神学。2020 年 4 月より、公益財団世界人権問題研究センター・専任研究員、日本基督教

団牧師（無任所教師）。 
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■政治利用される文化 

 踊らされる、といえば、4 月 12 日に安倍首相がネットにあげた動画が、いわゆる「炎上」をすることにな

りました。外出を自粛し、家にとどまるようにというキャンペーンが広げられるなか、ミュージシャンの星

野源がインスタグラムという SNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス＝ネット上のコミュニティ）

で発表し、ネット上でのコラボを呼びかけた「うちで踊ろう（Dancing on the Inside）」（4 月 2 日）とい

う楽曲。さすがにいくつかのテレビ局などマスメディアも取り上げましたが、この楽曲とのコラボという企

画に乗っかった安倍首相の動画が「炎上」したわけです。音楽でコラボしたわけではなく、そこに映し出さ

れたのは、ただ小綺麗な部屋のなかでソファに座り、くつろいだ姿。ティカップで飲み物を飲んだり、本を

読んだり、テレビのリモコンを操作したり、犬とじゃれ合ったり、という姿。 

 星野源当人は、この動画について「これまで様々な動画をアップして下さっている沢山の皆さんと同じ様に、

僕自身にも所属事務所にも事前連絡や確認は、事後も含めて一切ありません」とコメントしたのみ。同時に、

話題にあがっているのは、かつてかれがエッセイ集に書いた以下のような文章です（星野源『働く男』マガ

ジンハウス、2013年）。 

 

   今でもたまに、「音楽で世界を変えたい」と言う人がいる。僕は「音楽で世界は変えられない」と思ってい

る。無理だ。音楽にそんな力はない。他の業界に比べて音楽業界は夢見がちな人が多い気がする。スタッフ

には「元ミュージシャン」とか表舞台に名残がある人も多いから、社会性のない人も多い。そんな人に限っ

て言うのである。「君ら日本を変えられるよ」とかなんとか。 

そんなもんは戯れ言である。国を変えるのはいつでも政治だし、政治を変えるのはいつでも金の力だ。そこ

に音楽は介入できない。できたとしても、X JAPAN の楽曲を使って型破りというイメージを定着させた小

泉純一郎のように、ただ利用されるだけだ。 

 

 注目されたのは、小泉首相が音楽を利用したというかつての批判です。安倍首相による「政治利用」が、か

つての星野源の言葉とあわせて、話題となっていったわけです。 

 ライブハウスが感染クラスターを発生させたという過剰報道から、ひとつのターゲットとなり、ミュージシ

ャンたちが観客を集めてライブを開催することができなくなりました。そんななか、大手の音楽産業が期間

限定で映像を無料配信したり、自宅からの演奏をネット上にアップしたりしています。安倍首相が珍妙な方

策を繰り出したり、家でくつろいでいる姿を公表した的はずれさとは裏腹に、星野源は、秀逸に、自身の楽

曲を「おうちにいよう（at home）」ではなく「うちにいよう（on the inside）」として発表しました。そこ

には、つぎのような問いが含まれているのではないでしょうか。外出自粛要請という政府の姿勢は、そもそ

も、誰にも「家」があることが前提となっているのではないか。また、「家」が安全な場だという前提がある

のではないか。たとえば、感染予防で学校が休校となるなか、“安全に”過ごすことができない子どもたちも

いる。 “安全に”過ごすための方策を、居場所を、わたしたちはどれくらい生み出すことができているのか。

少し考えてみただけでも、たくさんの分断が、いま、この社会のなかで生じていることがわかります。 

 



NPO さんまクラブ ニュースレター（季刊 春号）       2020 年 5 月 25 日発行 第 21 号 

5 

■「彼らのパンデミック恐慌と我らのパンデモス連帯」――路上へ 

 さて、よくしらない星野源という有名人について長く書いてしまったのですが、今回、とりあげたかった

のは、「おうち（home）」にしても「うち（inside）」にしても、そこにとどまりつづけるように要請される

状況のなか、損なわれてしまうのはなにか、ということです。もちろん、人と接しないことで、感染させた

り、感染したりするリスクは予防できる。しかし、先に触れた“安全に”過ごすことのできる「家」がない

人びとや、生活のために外出せざるをえない人びともいるのです。同時に、わたしの周囲でも、会議や集会

などが一斉に延期や中止になり、オンラインで事柄を進めざるをえないことが増えています。このままでは、

社会のなかで理不尽なことへの抵抗の手段さえも制限されるのではないか。あるいは奪われていってしまう

のではないか。そんな問いのなかで生み出されたひとつの行動があります。日本銀行本店前でのスタンディ

ングです。 

 「 Friday for Fair Financial（FFFF）――公正な金融のための金曜日＠日銀前スタンディング」と名づけ

られた抗議行動を呼びかけたのは、ATTAC 首都圏のメンバーでした。気候変動の危機を訴えるグレタ・ト

ゥンベリさんの毎週金曜日の学校ストライキは FFF（Fridays For Future＝未来のための金曜）。これになら

って名づけられたものです。かれらはつぎのように呼びかけています。少し長いですが引用しておきます

（ATTAC Japan 首都圏のブログより＝http://attaction.seesaa.net/）。 

 

 IMF（国際通貨基金）によると今回のパンデミック恐慌で 2020 年の世界経済は 5 兆ドル（約 540 兆円）の

名目 GDP（国内総生産）を失い、その規模はリーマンショックで喪失した 2 兆ドルを超えて「大恐慌以来」と

も言われている。各国政府が計画する財政出動は 8 兆ドルにのぼり、中央銀行もほぼ無制限の金融緩和で危機を

食い止めようと躍起だ。 

 GDP と働く人たちの雇用問題は直結している。ILO（国際労働機関）によると世界で最大 2500 万人が雇用

を失うという報告書をまとめている。コロナ危機という厄介な要素がパンデミック恐慌に影を落としており、被

害はそれ以上に広がるだろう。 

 賃金補償や休業補償、そして医療体制の充実なしに、外出制限の我慢をタダで要請するだけの政策で、未曽有

の危機を乗り越えられるはずがない。貧乏人は無残に路頭に放り出され、患者は適切な医療を受けることができ

ず、そして医療従事者は感染症との闘いの「特攻隊」として駆り出されている。 

 コロナウイルスは、新自由主義的資本主義システムが作り出した格差の闇を明るみに出したに過ぎない。 IMF

や日銀など新自由主義グローバリゼーションを後押ししてきた金融システムが何を言う？  

 IMF の借金に苦しむ諸国では、構造調整という名の IMF 改革によって公的医療や教育などに回す資金を借金返

済に回され、地域産業が破壊されて雇用が不安定化するなど、格差が拡大してきた。アベノミクスの「第一の矢」

である日銀の異次元緩和は規制緩和や不安定雇用の拡大のうえに V 字回復を展望してきた。 

 それらはすべて失敗した。 

  だが失敗した為政者はそのツケを人々の生活と命であがなおうとしている。 

 黙って我慢していては殺されるだけだ。声をあげよう。繋がろう。 

 

 パンデミックの状況のなかで、社会の矛盾が露骨にあきらかになり、経済的・社会的格差が如実に生存の格

差となって表面化してきています。そんななか、あるメンバーが呼びかけたのは、パンデミック（世界的大

流行）の語源である、ギリシャ語のパン（すべての）デモス（ひとびと）を組み合わせたスローガンでした

――「パンデミック恐慌にパンデモスの連帯を！」 
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 3 月 20 日に第 1 回の行動がはじまり、4 月 17 日の第 4 回まで継続されています。わたしも第 3 回（4

月 10 日）に参加し、発言してきました。 

 もちろん、日銀前に出向くまで、細心の注意をはらおうとも、移動中の感染リスクにもさらされます。そこ

で中継やラジオ放送という手段が用いられはじめました。以下のサイトで当日の様子を聞くことができます。

ぜひアクセスしてみてください。 

 

ATTAC Japan radio  

（https://archive.org/details/@attac-japan-metropolis） 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

休校要請中のさんまについて 

 3/2～春休みまでの全国一斉休校要請が 2/27（木）夜にいきなり出され、なんの準備もないまま、突入

しました。放課後等デイサービスは開所、児童クラブは閉所、と別れた判断となりました。これは、市子育

て政策課の要請（児童クラブ）と市障がい福祉課の要請（放課後等デイ）が別れたため、やむなくそのよう

に対応いたしました。本来は状況を是々非々で判断し、実状に合わせ的確な対応を取るべきで、感染拡大防

止と、子どもの遊ぶ権利、一緒に過ごす権利、保護者、家族への支援、それらを総合的に判断し、一番良い

方法を決めるべきです。行政の判断にただ単に従うだけでは、子どもの命を守れないときもあります。しか

しこのような事態に、行政からの指示を待たざるを得ない日々に、私たちの力不足を痛感させられていま

す。 

ただ、放課後等デイサービスだけを行うことが初めての経験で、新たな発見もありました。普段、児童ク

ラブの子どもたちと放課後等デイサービスの子どもたちと一緒に過ごしている時はあまり分からなかったの

ですが、いつも支え合っていたんだなあということがたくさん見えてきました。普段 35 名くらいの出席者

だったのが、3月の休校期間中は12、3名に減ったのに、それぞれ大人に甘えだしたのか、自分のやりたい

ことやしてほしいことを優先しだして、てんでバラバラになってかえって手がかかるようになったのです。

やっぱり、一緒にいることが双方にとっていいんだ、と思わされました。逆に、児童クラブの子たちだけに

なったことはないですが、想像するに赤ちゃん返りする子どもが出たりするのではと思います。それに、集

団になじむことが難しい子どもがその空間にいることによって、普段きっちりとさせられて疲れてしまって

いるような子ども（いわゆる「健常児」？（「障害児」「健常児」という言葉を使わないようにこのようなこ

とを表現するのが難しい・・・））にとっては安心して羽をのばすことができることもあります。そのよう

に、見えにくいけど支え合って過ごしてきた 1 年間だったのだなあと私は思いました。まるでバラバラに見

える「さんま」の子どもたち、実はゆるーく繋がっていてしっかり支え合っていたのですね。（耕） 
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さんまクラブ 2020 年度年間指針 

 

 

 毎年 3 月下旬に 2 日間の日程をとり、スタッフミーティングを行ってきました。そこで、最初に来年度の

年間指針をみんなで決めています。あーだこーだと喧々諤々、いろんな意見がでて、今年度の年間指針が決

まりました。「こころ はずむ♪」です。2017 年度「じぶんらしく」2018 年度「じぶん♡かいほう」に続

いての年間指針です。私たちスタッフはもちろん、さんまクラブに関わる保護者、まいにち通う子どもたち

にも意識して欲しい言葉は何なのか、真剣に考え、議論してきました。前前年度、前年度の年間指針には、

「じぶん」という言葉が入っていました。これには、「じぶん」＝「わたし」と「あなた」（関西ではあいて

のことを「じぶん」という）という意味をこめ、「わたし」らしくいるためには「あなた」らしくいる必要が

ある、また、「わたし」が「かいほう」（「解放」「開放」「介抱」）されるためには、「あなた」も「かいほう」

される必要があるよね、ということを常に確認し合おうよ、という意味をこめて、決めたものでした。しか

し、昨今高度に個と個に分断された結果「自分」中心の考え方が、様々な社会問題の根底にあるなかで、「じ

ぶん」にフォーカスを合わせるよりも「わたし」の中にある「あなた」にもっと気づくべきではないのかと

いう意見や、「わたし」や「あなた」あるいは「あのこ」の「こころ」にもっと気付こう！「こころ」はルン

ルン♪と軽やかに「はずんで」いる方がいいよね、という意見が出て、満場一致で上記の年間指針に決まり

ました。「命につく名前は心と呼ぶ…」有名な歌手の歌の歌詞にありますが、命の数だけ、出会いの数だけ心

がある。みんなの「こころ」に機敏に気づいていけるよう、この一年間、毎日毎日、こころはずませて、大

切に過ごしていきたいと思います。 

 平日開催してきた放課後さんまクラブは今年で７年目を迎えます。開設初年度は、利用者 2 人でした。当

時 1 年生だったその子たちも、春から中学校 1 年生です。その子たちに対して一体何をしてやれたのか、振

り返っても、こう、といった答えはありません。あらためて、私たちのできることの少なさと重要さを同時

に受け止めさせられています。つまり、大人の思いどおりにならないが、子どもたちとの時間はかけがえの

ないものだ、ということです。程度（重要度）は違いますが、保護者の方々にも当てはまると思います。大

人ができることは限られていることと、大人がどう関わるかがどれだけ大切なことなのかということが、二

律背反としてあるのです。おとなの「願い」とこどもの「勝手に成長する力」のバランスをしっかり見極め

たいと思います。こどもの「居場所」であるさんまクラブではそのバランスを大切にしていきます。今年度

もよろしくお願いします。（耕） 

 

題字：廣田夏実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「放課後さんま便り：4 月初めまして号」より転載 


