
　たくさんの方のお力添えのおかげで、移転先へ
の引越が無事に終わりました。家具や荷物がすべ
て運び出され、がらんと広くなった部屋を目の当
たりにすると、ここともお別れなんだなと胸に込
み上げるものがありました。
　まだまだ片付かないところもあって、多少ぎこ
ちなくはありますが、新天地での日常がはじま
り、笑い声も響いています。たとえば、引越の翌
週には、お隣のおばあちゃんが、立ち話のついで
にフォロをのぞきに来てくださいました。こたつ
を囲んで、フリースクールメンバー、ボランティ
アさんと、最近流行りのボードゲームに興じ「楽
しかったわ」と帰っていってくださいました。
　これまでの 20 年間は、ビジネス街と言える場
所での活動でした。電車に乗って来る人が通いや
すいように、交通の便がよい立地に居場所を構え
てきました。フリースクールどうしのつきあいや
他団体との交流はしてきましたが、“ご近所づき
あい”と呼ばれるものはあまり必要なく、ほとん
どしてきませんでした。
　一方、この 5 年くらいで、フリースクールと
いう名前がそれなりに広く知られるようになり、
都市部ではその数も増えています。問い合わせの
あった家庭から、近いから、という理由を聞くこ
とも増え、自転車で通える範囲から来る子どもた
ちも多くなりました。加えて今回は、家賃を抑え
るために賃料の高いビジネス街ではなく、駅から
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近いものの、住宅が密集している場所に移りまし
た。
　そんな事情が重なり、“ご近所づきあい”や地域
とのつながり、地域に根ざすことが、今まで以上
に必要となるようになりました。また、フォロの
面積が今までより狭くなったぶん、外部資源とし
ていろいろな場所を、活動の一部に使わせてもら
えるかどうかも、今後に大きく影響しそうです。
　幸い、これまでのご縁から、地域で活動されて
いる方や、これから活動しようとしている方々に
ご挨拶させてもらうことができました。移転先の
界隈で新しくはじまろうとしているネットワーク
もあり、これからどんな展開が待っているのか楽
しみでもあります。うまく歯車が噛み合って、お
もしろいことがたくさんできますように！
　新しいフォロへも応援のほど、どうぞよろしく
お願いいたします。　　（事務局長・中嶋千賀）

引っ越し完了、今後の展開は
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できない、と思っていたけれど
　フォロでできることはたくさんあります。お勉
強から運動まで、自分のちゃんとした意志さえあ
れば基本的にできないことはありません。
　私は最初、できないことがたくさんでした。知
らないことはできないと思っていたし、やらない
ことは嫌いだと決めつけてました。でも、案外そ
んなことはなくて、やってみて話すことができれ
ば、嫌うほどひどいものではないのだと知りまし
た。歩くことがイヤなものではないとわかったの
も、つい最近です。それまでは外に出ることすら
悪いことがおきるからと勝手に判断してあまり好
きではありませんでした。でも、フォロに行くこ
とで外に出たりお散歩みたいな企画に参加したり
しているうちに、誰かと話しながら歩くのはたぶ
ん悪くないと思うようになりました。
　数学などのお勉強でも、そう思うことが増えま
した。根本の問題は変わっていません。今でもま
だ苦手なままだし、計算する早さも遅いです。で
も、とっつくことへのイヤな気持ちはなくなりま
した。ずっと公式や決められているものに対し
て、どうしてかと疑問を持つことは悪いことだと
思っていました。もうすでに存在していること
は、なんでもクソもないのだと、そう思っていて
誰かに質問することはよくないことだと完結させ
ていました。その考えが変わって、わからないこ
とや、ちょっとした疑問は素直に口にしていいも
のなのだとわかりました。中学のころのような生
活の場では、きっと知ることのできなかったこと
です。いろんな考えを持つ人がいることがわかっ
てよかったです。
　どうでもいいように感じていたことでも、自分
から顔を突っ込めば、そこまでどうでもよくない
ものではないと、ようやく知ることができまし
た。フォロはそう思える機会がたくさんあるとこ
ろだと思います。悩んでいることを吐き出せて、
疑問に思うことを素直に聞ける。自分のことを

知ってくれている人がいる安心感は家族以外には
ないので、フォロがあるから、まあいけるだろう
と思って、なんとなくやっています。
　これからたくさん、いろんなことがあって、イ
ヤだなと思う日も増えていくと思いますが、やっ
てきたことを生かして私らしくやっていけたらな
あ、と思っています。

（南部咲希／フリースクール会員）
＊

　昨年末、公益社団法人子ども情報研究センター
さんから、季刊誌『はらっぱ』12 月号にフォロ
のメンバーに原稿依頼が舞い込み、咲希ちゃんが
果敢に挑戦してくれました。スタッフが涙ぐむ名
文が完成し、「これはフォロのニューズレターに
も書いてほしい」と遠慮のない依頼をしました
ところ、新たに上記を書き下ろしてくれました。
『はらっぱ』の文章も、この文章も、ずっと、咲
希ちゃんと歩いてきたスタッフ山口やすべてのス
タッフにとって、何ものにも代えがたい贈り物で
す。（スタッフ・湯上俊男）

◎『はらっぱ』12月号
子ども情報研究センター刊
→ＱＲコード参照
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　親の会は、去年から Zoom での参加者とフォ
ロに集まった人がいっしょに話すかたちで開催し
てきました。参加された方はどんなふうに感じら
れたのか、ご意見を寄せていただきました。

（里中和子）

◎毎月は難しくとも、時間が合うときは Zoom
で親の会に参加しています。時折、大きな波が
やってくるコロナの感染も気にしなくていいし、
私は画面越しの距離感もなんとなく気に入ってい
ます。直接フォロに集まっている方と「場」を共
有できない寂しさはややあるものの、通信の不具
合があったときは Zoom のメンバーで雑談した
り、見知った顔どうしの連帯感が醸成されている
気もします。リアルに会うのも話すのも、もっぱ
ら家族だけ。そんな日々にある、モヤモヤした思
いを月に１回吐き出す。そしてそれを適度な距離
感で（というか実際に距離があるなかで）聞いて
もらう。「ひとりじゃない」と思えるのは、リア
ルでもオンラインでもそう変わらない気がしま
す。　（はにわ）

◎コロナ禍も、2 年の時が過ぎようとしていま
す。ほっとサロンも Zoom（オンライン）で参加
できるようになりました。2 年前には家からほっ
とサロンに参加しているなんて想像もしていませ
んでした。他のことでも Zoom を使うようにな
り、最初はとまどいもありましたが、今ではすっ
かり慣れてしまいました。リアルなつながりとの
バランスをとりながら、家から気軽に参加できる
オンラインは、これからいろんな可能性につなが
るのではないかなと思います。コロナの収束はど
うなるかわかりませんが、今回、身内一家が感染
し救急車を呼んでも病院が見つからなくて搬送さ
れず、大阪では医療が危機的状況になっていると

実感しました。今は人の命を守る為にお金を使っ
てほしい。どうあろうとも、人の命を軽んじる社
会にならないでとの思いを強く持ち続けていきた
いと思います。（Ｃ）

◎長いトンネルは続きそうです。うかうか風邪も
ひけません。コロナ？　風邪？　ややこしい。仕
事場も濃厚接触者で 10 日間休みが一人終わると
一人出ます。
　ひさびさにフォロに行き、リモートの方々とお
話しました。画面のお顔を見てお話するのです
が、画面越しは、表情が分かりにくいなと思いま
した。直接会うのが、あらためて良いなと思いま
す。みなさま、体調には気をつけて元気に会える
日を楽しみしています。（Ｋ）

◎私には 20 代の娘と息子がいます。ふたりとも
フォロに通うことはなかったのですが、私自身は
フォロが谷町 4 丁目にあったころから講演会や学
習会に参加させていただき、京橋でフリースペー
スひまわりを始めてからもたくさんお世話になっ
ています。ひまわりでは、子どもも大人もいっ
しょに月 1 回昼ご飯を食べながらの交流会を親
の会よりマメにやっていたのですが、コロナ禍で
交流会も親の会もなかなかできなくなり、話す機
会が減っています。
　先日、Zoom でのフォロの親の会に参加させて
いただき、みなさんのお話を聞いて、親の会は親
が自分自身のことも含めて安心して話せる貴重な
場だなあと、あらためて思いました（今回はコロ
ナとどう向き合っているかという話題が多かった
ような……）。子どもが大きくなっても、こうい
う場はとてもありがたいです。これからもよろし
くお願いします。  （小川裕子）

ほっとサロン（親の会）より
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◎ください！
・自転車、掃除機、押し入れ収納用ラック

・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
クリップ、単３・単４電池 etc...

・海釣り用ルアー、ジグ

・手洗い洗剤、食器洗い用洗剤、トイレ洗剤、トイレ

掃除シート、トイレットペーパー、クイックルワイパー

・ティッシュ、ゴミ袋（45L）、クッキングシート、紙皿、 

紙コップ、食品用ラップ、スリッパ、防音マット etc...

・カルピス（ペットボトル）、個包装のお菓子

・マンガ『とびだせどうぶつの森はりきり村長イッぺー！』

『ハンター×ハンター』『風都探偵』『リーダー伝タケシ』

・はあって言うゲーム、ウィクロス（カード）

・スマブラ（Switch 版）、プレステ５（言うだけ言うてみます）

いつも、この欄に「ください！」とお願いすると、いろんな

方が物資を届けてくださり、ほんとうに助かっています。

「大阪市地域こども支援ネットワーク」や「こどもの居場

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、たくさん寄贈いただきま

した。お金だけではなく支えていただいていること、あり

がたいかぎりです。感謝申し上げます。
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◎ボランティアさん募集してます！

　ボランティアさんの手が足りていません。20 歳以

上で、フォロの趣旨に賛同いただける方、募集してま

す。くわしくは電話かメールにてご連絡ください。

さまざまなご支援に感謝
　緊急カンパでは、本当に多くのみなさまに支え
ていただきました。その後もありがたいことに、
人的にも金銭的にも、さまざまなご縁、ご支援を
いただいております。
　11 月～ 12 月と 1 月には、第一生命保険株式
会社（大阪東支社・御堂筋営業オフィス）から計
14 名の方がボランティアに来てくださり、ニュー
ズレターの発送作業や引越作業などお手伝いいた
だきました。また 12 月には、京阪シティモール
で開催された天満橋おさんぽマーケットの片隅
で、子どもたちのイラスト展をさせていただきま
した。ほかにも、以下のご支援がありました。

・一般社団法人チャイルドライフサポートとくしま

「子どもの笑顔はぐくみプログラム」助成金交付。

・中央区民生委員児童委員協議会「歳末たすけあい運

動お見舞い金」拝受。

・NPO 法人イエロー・エンジェル「チャリティーボ

トル」寄付金拝受。

・大阪市社会福祉協議会「地域こども支援ネットワー

ク事業」シンポジウム配布資料として冊子購入。

・大阪府共同募金会（赤い羽根共同募金）「地域の子

どもの福祉のための助成事業」助成金交付。

・愛知製鋼株式会社・大阪支社「愛知製鋼ボランティ

ア基金」拝受。

・税理士法人キャスダックより、ご寄付拝受。

・スーパー KOHYO 内本町店「イオン幸せの黄色いレ

シートキャンペーン」イオンギフトカード拝受。

・大阪市中央区社会福祉協議会・善意銀行「法人指

定預託助成事業～子どもの居場所に対する指定預託

～」預託金拝受。

　以上にとどまらず、個人の方からのご寄付や、
物品の寄贈をいただいているおかげで、活動が成
り立っています。あらためて、心より感謝申し上
げます。　　　　　　　（事務局長・中嶋千賀）


