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応援を活かし、今後に
2001 年 9 月 16 日にフォロがスタートして、
今年で 20 年になりました。本来であれば、20 周
年として何か記念的なことに取り組みたいところ
ですが、コロナ禍でそれどころではなく、運営的
にも設立以来の危機が迫りテンヤワンヤしている
ところです。
コロナ禍での方針については、何度も話し合い
を重ね、個々の理事やスタッフが、みずからの日
ホテルの料理教室（10/18）

常生活や足場が問われ、さしせまる緊張感のとも
なうものでした。2019 年に縁がわスペースを始
め、これまでのフリースクール事業のスタイルを

今後、いただいたご寄付を活かし、どのように現

再構築しようと取り組みはじめた矢先、コロナ禍

在の局面を乗り切っていくのか、課題は山積して

で予想だにしない事態となり、どのような舵取り

おります。

をするのか悩みました。結論としては、たいへん
じ く じ

忸 怩たる思いですが、なじみのある天満橋のス

20 年前の設立時は、学校に行かない生き方と

ペースから移転し、いま居場所を必要とする子ど

して同じ境遇にある当事者が模索するということ

もたちとの関係を絶やさず持続可能な活動スタイ

が求心力となり活動できる社会状況でした。世情

ルを第一義的な方針として定め、家賃をはじめ毎

が変わり、現在は当事者ニーズが多様化する社会

月の固定費をダウンサイジングする決断にいたり

状況となり、私たちの活動スタイルも、常に、ど

ました。

こに軸足を定めるのか問われています。それで

し か し、 月 々 の 赤 字 額 も 増 え て お り、 資 金

も、設立時から現在にいたるまで、そして、これ

ショートを招きかねない状況があり、移転をする

からも、みなさまのつながりのなかで安心できる

にしても費用を必要とするため、7 月に緊急カン

居場所と開かれた場としての関係性を目指して活

パをお願いしました。たいへんありがたいこと

動をしていきたい所存です。

に、11 月現在で 204 名の方から合計 390 万円余

たいへん厳しい状況でありますが、何とぞご支

のご寄付をいただくことができました。さまざま

援たまわりますよう、お願い申し上げます。

な方に応援をしていただけているのだと実感し、
ほんとうに感謝の念に堪えません。

（代表理事・加藤直人）
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やりたいことが、たくさん！
10 月半ば、まだまだ暑いな～と思っていたら、
一気に冷えてきて、「あれ？ 冬？ 秋は ??」とい
う今年の秋（？）ですね。どんな気候でも、コロ
ナがあっても、フォロでは、そのなかで楽しめる
ことをメンバーと探し、いろんな経験を重ねてい
きたいと思っています。ということで、夏から秋
にかけての活動のようすを。
・南港で釣り

南港で釣り（9/6）

電車やバスを乗り継いで、南港へ釣りに行きま
した。今回は「サビキ釣り」で魚を釣ることに。

か復活した梅雨前線による大雨で延期になり、そ

サビキ釣りを知っている子が知らない子に教えて

の後、諸事情でもう一度延期、さらにもう一度雨

くれ、準備ができた人から釣りを始めていくと、

で延期となったあと、粘り勝ちで 10 月 21 日に

「来た！」とＥくんの声。釣れたのはサバで、み

行きました！

んな次々と釣れていき、気がつけばサバ 40 尾（次

ですが、ふだんの行ないのおかげか、そこまで寒

の月にもう一度行って、計 59 尾でした！）を大

くなく、とても楽しい 1 日となりました。先に

漁ゲット。引率したスタッフも驚きを隠せません

降っていた雨で現地の枯れ枝は湿っており、焚き

でした。大漁に釣ったサバは後日調理して、みん

火の炎はなかなか安定しなかったのですが、それ

なでおいしくいただきました。「俺、魚はいいわ

がかえってみんなを燃え立たせ、「なんとしても

～」と話していたメンバーも、ボランティアさん

持ってきた肉やウィンナーを焼くんだ！」という

においしく調理してもらったおかげで、おいしそ

切実な理由と、やっぱり焚き火をしたり木を切っ

うに食べていました。

たり割ったりすることは楽しいのとで、みんな本

「もう寒いやろ～」と言ってたの

当によく動きました。いろいろ教えていただいた
・消しゴムハンコ

ボランティアのＡさんが最後に案内してくださっ

てんこく

石に印を彫る「篆刻」のキットがフォロにあり

たのは、海を渡る蝶「アサギマダラ」が群れてい

「やってみよう！」となったのですが、数が足

るところ。本当にいい想い出になりました。

りなかったのと「いきなり篆刻はハードル高く
ね？」となり、篆刻の前に、消しゴムハンコをつ

・ホテルの料理教室

くりました。消しゴムを人数分に切り分け、それ

今年３月、御堂筋に開業されたホテル W Osaka

ぞれに印のデザインを考える。自分の名前のイニ

のスタッフの方たちが、フリースクールの子ども

シャルを印にしたり、好きなマークを印にしたり

たちに向けた料理教室をフォロで開いてくれまし

して、ハンコをつくりました。なかなかきれいに

た。教えていただいたのは手巻き寿司と白玉団

印が押せず、何度も何度も修正しては押しをくり

子。それに、唐揚げはもう調理して持参してくだ

返し、最終的には上手な印ができあがりました。

さり、非常に豪華な昼食となりました。当日は高
槻の「フリースクールはらいふ」のメンバーも参

・キャンプ

加してくれ、昼食後もいっしょに午後を過ごし、

8 月下旬に予定していた日帰りキャンプ、なぜ

とてもにぎやかな 1 日となりました。ホテル W
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Osaka のみなさん、はらいふのみなさん、ありが
とうございました m(__)m

また会いましょう！

＊
ほかにも、外の暑さに負けないくらい、子ども
たちも熱く、思いっきり熱中して楽しんでいる姿
がたくさんありました。これから季節は寒くなっ
ていきますが、寒さなんて吹き飛ばすような元気
いっぱいな姿を見せてくれると思います。みなさ
ま、これからもフォロの子どもたちを見守ってい
ただけますよう、よろしくお願いいたします。
（秋月喬優、湯上俊男）

千丈谷日帰りキャンプ！（10/21）

移転先が決まりました！

きらめかけたとき「こちらなんかもありますよ」

このままの家賃を払い続けていたら、資金が底

と不動産屋が出してくれた資料を目にしてびっく

をついてしまう……そんな危機感から決意した移

り。安い、広い、古すぎず、駅近、これはひょっ

転。6 月下旬から、場所代がほとんどかからない

とするとひょっとするかも？！

ところを探して、あちこち訪ね歩きました。地域

ワンフロアなのに対し、3 階建の一軒家だったの

の会館や集会所を使わせてもらえないだろうか、

で、条件が合わない可能性もよぎったのですが、

お寺や教会に使わせてもらえる場所はないだろ

実際に見てみると、今まで話し合い確認してきた

か、古い空き家を持っておられる人はいないだろ

条件をほぼクリアできるものでした。「ここなら

うか、他団体とシェアして使うようなかたちでは

やっていけそう！

どうだろうか、などなど、可能性がありそうなと

た」と、うれしくなりました。

もう、家賃の予算を上げるしかないか……とあ

今のフォロが

途中で妥協しなくてよかっ

ころを、うかがってまわりました。ありがたいこ

そんなわけで、なんとか移転先を無事に決める

とに「こんな情報ありますよ」「ここを使ってく

ことができました。気にかけてくださり、本当に

ださい」とお申し出くださる方もありました。

ありがとうございました。どんな場所に移るか分

しかし、現在の場所から離れすぎず、人が集ま

からない状態で数カ月を過ごすことになった子ど

りやすい場所で、ふだんの活動で使っている物も

もたちは、落ち着かなかったのではないかと思い

置けて……といった条件を考えていくと、なかな

ます。そんななかでも新しく入ってくれた人もい

かぴったりと当てはまる場所がありません。

て、励みになりました。
これを新たな出発と捉え、これからの場所でで

そこで、一般の不動産にも目を向けて探すこと

きることを考えていきます。

にしました。家賃が安いところだと、不便だった
り、狭かったり、古すぎたり……安くて広いとこ

（中嶋千賀）

ろが見つかっても、周辺の状況が難しかったり

◎移転は来年 1 月を予定しています。

……と、なかなか一筋縄ではいきません。そうこ

移転先は森ノ宮駅（ＪＲ環状線・大阪メトロ）

うしているうちに、目安にしていた期限を過ぎて

から徒歩 5 分ほどの一軒家を予定していま

しまいました。 でも、ふだん過ごす人の気持ち

す。住所・電話番号などは、後日、ホームペー

がそろわない物件へ、無理に移転するのも避けた

ジなどで、あらためてお知らせいたします。

いと思いました。
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◎ボランティアさん募集してます！

ハジコミ始めました
づら研（生きづらさからの当事者研究会）の活

ボランティアさんの手が足りていません。20 歳以

動から派生して、「ハジコミ」という活動を始め

上で、フォロの趣旨に賛同いただける方、募集してま

ています。「ハジコミ」とは、勝手につくった造

す。くわしくは電話かメールにてご連絡ください。

語です。マスコミでもミニコミでもなく、ハジコ

◎ください！

ミ。ハジとハジをつなぐコミュニケーション、端
と端をわたす橋になるような対話のプロジェクト
です。

・郵便書簡、切手、長３封筒、Ａ４カラー用紙、のり・
ボンド類、両面テープ、ガムテープ、輪ゴム、ゼム

社会のハジっこに追いやられている問題をテー

クリップ、単３・単４電池 etc...

マとした学習会、インタビュー、座談会などを実
施し、その内容を、記事としてネットで公開して

・掃除機、海釣り用ルアー、ジグ

いく予定です。このプロジェクトでは、ひとつの

・消毒用アルコール（手指用、キッチン用）手洗い洗剤、

当事者性に限定せず、さまざまな文脈がクロスと

食器洗い用洗剤、トイレ洗剤、トイレ掃除シート、ト

ころの対話を大事にしたいと思っています。問題

イレットペーパー、使い捨て手袋

を当事者に閉じ込めず、相手のなかにも自分のな

・ティッシュ、ゴミ袋（45L）、クッキングシート、紙皿、

かにある多様性を大事にしながら、さまざまな人

紙コップ、食品用ラップ、スリッパ、防音マット etc...

と対話していく。そこからは、ひとつの当事者性

・みそ、しょうゆ、個包装のお菓子

からだけでは見えてこないものが見えてくるので

・マンガ『とびだせどうぶつの森はりきり村長イッぺー！』

はないかと思っています。

『ハンター×ハンター』
『風都探偵』
『リーダー伝タケシ』

準備段階として、まずは、フォロで実施した過

・トレーディングカードゲーム

去の講演録やインタビュー記事を公開していま

・スマブラ（Switch 版）、プレステ５（言うだけ言うてみます）

す。現在、公開しているのは、フォロ創立 1 周
年で講演いただいた渡辺位さん講演録に始まり、

いつも、この欄に「ください！」とお願いすると、いろんな

生田武志さん、栗田隆子さん、桜井啓太さん、野

方が物資を届けてくださり、ほんとうに助かっています。

崎泰伸さん、森田ゆりさん、山下英三郎さん講演

「大阪市地域こども支援ネットワーク」や「こどもの

録など。

居場所サポートおおさか」など地域の社会福祉協議
会を通して、コロナ対策備品や食糧など、たくさん寄

いま、新しい取材も準備を進めています。よ
かったら、下記サイトをご覧ください。

贈いただきました。お金だけではなく支えていただいて

（責任編集者・貴戸理恵、山下耕平）

いること、ありがたいかぎりです。感謝申し上げます。
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