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名

より 社会的擁護退所者の集い「金ちゃんラーメンの会」を毎週金曜日に開催。（報告書添付）
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社会的擁護施設退所者ＯＢ、ＯＧと入所中の高校生との交流会「ゆめサポート交流会」
（報告書は10月のものです）。
宜野湾市ベイトシャローム「お帰りなさいの会」への支援開始（にじのはしファンド
アフターケア事業

実家プロジェクトとして）

金ちゃんラーメンの会

ゆめサポート交流会
コメント

毎月はじめに子どもたちに支援金を送金し、近況報告を受けてブログに載せています。
ブログのアドレス：http://nijinohashi-fund.blogspot.jp/
その他、添付の報告書をご参照くださいますよう、お願い致します。

行
ベイトシャローム「お帰りなさいの会」の紹介

児童養護施設を巣立って行った子供たちの実家は
児童養護施設。『結局は私の実家は児童擁護施設さー
ね』という声を何度も耳にしていました。退園して数
年は施設にちょこちょこ帰る子もいますが、次第に足
は遠のいて行くとも聞いていました。『ただいま〜』
『お帰り〜』と言える場所を作ってあげたい。気軽に
ちょっと帰れる場所。県外から帰省する時にも気軽に
利用できる居場所を、という思いで始めたのが宜野湾
市にある彼らの『実家』と呼んでいるベイトシャロー
ムです。
ここでは月に 2 回集まって食事会を設けています。

〈外国人との国際交流も盛んです〉
かないといけない。』という、時にはめんどくさい実

血は繋がらないけれども兄弟のような彼ら。大変だっ

家。私も時にはこの子達にとってウザイ存在なのかも

た時も、楽しかった時も同じ空間で生活していたから

知れませんがこの子達が『実家』と思ってもらえるよ

こそ強い絆があり、なぜかこの仲間だからこそ一緒に

うな存在であり続けたいと願っています。

いて生まれる安堵感。心許せる環境だからこそ、皆の

このたびはご縁あってにじのはしファンドさんよ

拠り所となって楽しみにして来てくれる。園にいた頃

り支援を受ける事になりました。支援を受けると同時

と同じように笑ったり、けなし合ったりしながら『お

に、携わっている子どもたち以外の退園生にも足を運

かえりなさいの会』を楽しく過ごしています。

んでもらえるようになればと思っております。皆の実

また、風邪を引いたことを察知すれば差し入れを持

家を運営するに当り、長女（26）が退園生には姉御肌

って行ったり、今月足りないと気がついた時には貸し

で全面的に協力してくれていること、また私が自由に

てあげたり、アパートを出される！となった時は援助

この子たちをサポートするために黙って応援してく

をしたり、病院に行かないとどうしようもないものな

れている主人と、退園生の皆と兄弟のように接してい

のになかなか病院に行かない子は病院まで連れて行

るうちの末っ子(11)と、おかえりなさいの会で集うア

って診察代を払ったり。病気ではないけど体を整えた

メリカ人のファミリーらの存在に感謝。彼らがいるか

方が良い子は漢方を勧めては買ってあげたり、外食し

らこそおかえりなさいの会は更に楽しい。

たり、イベントに行ったり、ボーリング、ビーチパー
ティー、楽しいことをわんさかしたり、叱ったり、怒

この度は、サポートを受けられるこのご縁に感謝し
ています。ありがとうございます。

ったり、ブチ切れたりしながら共に月日を過ごしてい
ます。県外にいる子たちで、私が何か察知したら現金
を送ったり、私が東京に行く時には、東京にいる子達
とディズニーランドで一緒に遊んだり、出産した子に
はお祝いを持って行ったりなどなど、自分自身の子ど
も同様に、この子たちと接しています。
おかえりなさいの会では皆、入ってくると『ただいま
〜』と言い、私たちは『おかえりなさい～』と言いま
す。また何かあった時には『仕方がない。実家にお願
いするか』と一般的には実家は最後の砦であるように、
この子達にとってここが彼らの最後の砦である『実
家』。一般的に口にする『あ、ごめん。この日実家に

美女勢ぞろい（着付、衣装、全てボランティア）

社会的養護退所者の集い「金ちゃんラーメン会」7 月から週 1 回始動してます！！

今年度 4 月から月に 1 回開催していた社会的養護
退所者の集い、通称「金ちゃんラーメン会」は、参
加する当事者からの、
“もっと定期的でひんぱんな”
開 催 を 望 む 声 が あ り 、「 よ っ し ゃ ♪ や っ て み る
か？！」との軽い気持ちで、7 月から毎週金曜日の
夕方 6 時より、当事者とワイワイ夕食作りからはじ
める集いを開催しています。
担当する棚原の都合で、時々曜日が変更になった
りはするのですが、SNS(ライン＠)を利用して、登
録してもらっている約 36 人程の当事者に、会の中
味を発信し、いつでも気軽に「夕ごはん食べに行っ
てみるか・・・」と、思ってもらえるような「実家
的居場所」を目指しています。

10／27（金）台風前の夜☆クラムチャウダースー
プ・バジルチキン・豆腐サラダ＆りんごキーウィ

そもそも「金ちゃんラーメン会」とネーミングし
た由来は、「台風で学校が休みになると施設のごは
んが、カップラーメンになり、それがとてもおいし
いかった！」と話す卒園生のエピソードを代表の糸
数未希がウケて、直感で名付けた会の名称です。
栄養価計算のされていない、たまのカップラーメ
ンが「ごちそう」に思える施設っ子ならではの、微
笑ましいエピソードです。
それはさておき、実際の会では、一人暮らしでは
なかなか高くて手の出ない、お肉や季節の野菜（な
ーべーらー、ゴーヤー、パパイヤ）などの沖縄野菜、
梨やみかんなど、旬の果物をしっかり食べてもらう
ようにしています。 ♪～♬～♪～♫～(^^♪

7／14（金）

初めてのガパオライスに、挑戦！

8／4

お菓子作りの得意な当事者がちょちょい

っと作った、本格派ロールケーキ💛

ドーンと天板いっぱいのダイナミックグラタン！

感」を与えているようです。
まだ迷える 20 代。だからこそ、青年期に入る前
の丁寧な支援が必要だと感じています。
学生や就労支援を受けている、或いは病休中、求
職中の当事者にはバス賃、駐車料金などの交通費を
支給し、負担軽減を図っています。現在の最も遠距
離参加は中部地域からの参加があります。
以下、当事者の声を紹介します。

9／8（金）親子丼・とうふハンバーグ・アボガド
サラダ・お味噌汁

そして、手作りハートサブレ

💛
「今まで施設でも社会に出てからも自分自身を
ごまかしながら、本当の気持ちを押し殺し、自分
が何なのかとわからなくなってしまった時期が
ありました。金ちゃんラーメンの会に参加しはじ
めてから、
“こっちでは自然体でいいんだ”“この
気持ちを大事にしていいんだ”と、思えるように
なりました。」
ペンネーム：きりみちゃんを広めたいっ子

出身施設は違っても、なぜか？通じあう仲間たち
参加者は 20 代の若者たちが、3 人から多くても 5

第2回

ゆめサポート交流会

人程度です。少人数ならではの小さな集いでは、施

（社会的養護退所 OB・OG と入所高校生との交流会）

設で過ごした生い立ちの話題や身内との付き合い

10 月 7 日（土）18 時～21 時半

方、自分の気持ちのクセなど深いところに及ぶこと
も多く、泣いたり笑ったり・・。

毎週、集まっている「金ちゃんラーメンの会」の

他者の話に自分の気持ちが共感して、お互いが

メンバーはじめ退所者 OB、OG と現在、児童養護施

「安心できる仲間」へと育ちあいをみせています。

設やファミリーホーム、里親家庭で暮らしている高

園にいる間は、「しっかりしているから大丈夫」と

校生との、今年度 1 回目の交流会を行いました。

思っていた。「でも一人になってみると、自分も親

当初、予定していた夏休み期間での開催が延び延

のようになるのではないか？ちゃんと働いてお金

びになり、少し涼しくなってきた月のきれいな 10

を稼がなないと、生活できない。頼れる人がいない

月の週末に、開催しました。

不安は園を出てからも、ずっと私を苦しめてきた。」
と、言います。
ただシンプルに「夕食を共にする」という集いで

島添の丘から 2 人、里親家庭より 1 人の高１年か
ら高３年生まで 3 人の高校生と、1 児のママ、大学
生、社会人 8 人が集まりました。

すが、職場の人や友だちにも言えない不安をただ素

夕食メニューは、「金ちゃん会」先輩たちが考え

直にお互いで「認める」ことが、若者たちに「安心

た末に「お好み焼きと焼き鳥」を、ホテル調理員の

先輩が得意の腕をふるいました！

早めに各施設に告知しご案内したいと思います。

第 24 回

全国自立援助ホーム協議会

仙台大会に参加してきました！
10 月 19 日（木）～20 日（金）
去った 10 月 19 日（木）～20 日（金）に、全国自
立援助ホーム協議会が主催する、全国大会に参加し
てきました。
平成 29 年度 4 月に、児童福祉法の改正があり、
「18
歳以上の措置延長制度」や、
「大学等に就学してい
る者の 22 歳に達する者の年度末までの支援を可能
にする「社会的養護自立支援事業」
、アフターケア
の推進などが拡充され、平成 24 年度に 99 カ所だっ
た自立援助ホームが、28 年度は 143 カ所もの自立援
助ホームが立ち上がっています。
今回の全国大会には協議会加盟団体 74 カ所から関
係者 230 人ほどの過去最高の参加者が集い、大いに
情報交換し盛り上がりました。

「料理の世界は楽しいよ！恋のことでも何でも聞
いて！」と言う、頼もしい先輩のことばに一同大爆
笑！
里親家庭にあこがれる施設っ子。一方、里親家庭で
は比較できる仲間がいないので、「同じような境遇
の高校生が今、どんなことを考えて暮らしているの
か知りたかった」と施設にあこがれる里子さん。
就職を前にして進路に迷う大学生。
安定した就職には結びつかないかもしれないけど
本当の自分の夢をつらぬく進路に進むべきか？ま

平成 29 年、全社協の調査によると児童養護施設

わりをどう説得し協力してもらえばいいか？若者

を退所した約 2 割の若者と連絡が取れなくなってお

ならではの悩みごとを共有する時間でした。

り、生きづらさを抱えている彼らにとって、退所後

参加した高校生からは最後に「興味半分で来たけ
ど、こんなゆる～い会なら、また来たいです」との
感想でした。
参加者との相談をした結果、次回は

12 月 29 日（金）18 時～
年末の施設では「一時帰省」がはじまる頃です。

の支援は重要性を増しています。
協議会では、彼らを支える自立援助ホームでの苦
闘の事例などが紹介され、たいへん勉強になりまし
た。
「関係を切らない」
「誰も見捨てない」
。ずっと伴
走者であり続けることができるのか？
自問自答の旅となりました。

