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１０代の少年と社会をつなぐＮＰＯ ジュヴェニル

「子どもたちの心の叫びが聞こえますか」
～非行克服の現場から

非行克服支援センター理事長 能重真作氏講演会
８月２８日（日）ウイルあいちで開催決定

東京のＮＰＯ法人非行克服支援センター

理事長能重真作 氏に、講演会をお願いする
のうじゅうしんさく

ことができました。

非行克服支援センターは、①わが子の非

行に悩み苦しみ、子どもとの格闘に疲れ果

てた親たちを支えることから出発して、②

子どもたちの非行からの立ち直りをサポー

トし、③幅広いネットワークの中で非行を

なくしていく取り組みを行っていく、とい

う目的で設立されています。

具体的には、非行についての電話相談や

ボランティアの「付添人」「相談員」の養

成、講演会・学習会の実施など幅広いネッ

トワークを生かして活動されています。（非

行克服支援センターのホームページ参照：

URL:http://ojd.npgo.jp/）

能重先生の子どもに対するスタンスは、

次の文章に表現されていると思います。

『子どもの非行は、子どもの側に立って

みるなら、それは、子どもにとって「その

ままでは引き受けられない現実」に対する

異議申し立てです。子どもの問題は私たち

大人の責任であり、社会の責任です。（中

略）子どもに必要なことは、「自らを社会

に責任ある存在として引き受けていく」こ

とを支援し、自分のおこなった行為に対し

て年齢に応じた責任の取り方をしっかり教

えることです。子どもの非行という現象を、

取り締まり、排除の対象とみるか、子ども

たちにとって「そのままでは引き受けられ

ない現実」に対する異議申し立てと受けと

めるか。問われているのは大人の子ども観

です。』（新科学出版社刊「それでも愛して

くれますか」から）

私たちは、このような子ども観に共感し、

また「付添人」「相談員」の活動について

学びたいと考え、能重先生に講演をお願い

することにしました。

ぜひ、みなさんもいっしょに、聴いてく

ださい。

能重真作氏講演会
日時：２００５年８月２８日（日）

午後１時３０分開演

（１２時３０分開場）

会場：ウイルあいち大会議室

（愛知県女性総合センター）

名古屋市東区上竪杉町１番地

地下鉄名城線市役所駅下車５分

定員：２５０人（先着順）

（入場無料）
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「子どものための虐待・非行市民相談員養成研修」

受講生募集します

１ 趣旨

社会と折りあえないでいる子どもたち

が、立ち直ろうとし、社会とつながって

いこうとするとき、力になれる大人であ

りたいと私たちは考えています。電話相

談などを受けるだけでなく、たとえば、

初めてハローワークに行くのについてい

く、エイズ検査を受けに行くのにつきあ

ってあげるというようなことでも手伝っ

てあげたい。

子どもを支える活動を一市民として、

ボランティアとして行っていきたいと考

えている方のために、必要な知識や技術

を習得する機会を提供します。

２ 主催及び後援

主催：特定非営利活動法人ジュヴェニル

後援：独立行政法人福祉医療機構

３ 定員及び受講資格

（１）定員 ２０名（全日程受講者）

（２）受講資格 特にありませんが、子ど

もを支えていく活動に熱意のある方の受講

を期待します。

（３）全日程受講者のほかに、各科目２０

人程度の科目受講者を受け入れます。（先

着順）

（４）全日程受講者の希望が多数の場合は、

全日程受講者の定員を変更し、科目受講者

の枠を減らしますので、確実に受講を希望

されるときは、全日程受講者となってくだ

さい。

４ 研修の課程

（１）課程 基礎コース ６０時間

（２０科目×３時間）

（２）今年度は、基礎コースのみの開催。

（３）８割（１６科目）以上の出席で修

了と認定し、修了証を交付します。

（４）次年度以降に、基礎コースを修了

した方を対象に演習を中心とした実践コ

ースを実施する計画です。

５ 研修期間及び会場

（１）研修期間

２００５年９月１０日（土）～２００６

年１月２１日（土）の期間（延べ１１日間）

（２）会場 愛知県産業貿易館本館

（名古屋市中区丸の内３－１－６）

７ 受講料

受講料 ２０，０００円（全日程受講者）

科目受講料 １科目につき１，５００円

（ジュヴェニル正会員は１，０００円）

８ 応募方法

（１）全日程受講者

２００５年７月１２日（火）受付開始。

２００５年８月３１日（火）まで。ただ

し、先着順としますので、定員に達した時
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点で受付を終了します。

別紙、申込用紙（ホームページにも掲載）によ

りファックス又は郵送により申し込みの後、

１週間以内に受講料を振り込んでください。

受講決定通知書をお送りします。

（２）科目受講者

９月１日から申し込み受付。各講義日の

７日前までに申し込んでください。先着順

で定員になりしだい締め切ります。また、

講義の日程をやむを得ず変更する場合があ

りますので、最新の情報をホームページな

どで確認してください。

９ お問い合わせ先

スタッフは、それぞれ施設などに勤務し

ているため、電話でやりとりは難しく、ご

不便をかけますが、返信先を明記のうえ、

Ｅメールかファックスでお願いします。

（１）Ｅメール

juvenile@dw.sunnyday.jp

（２）ファックス

０２０－４６６６－１９６５

研 修 日 程 （2005.7.1 現在）

回 月 日 科 目 講師（予定、敬称略）

１ ９月 am オリエンテーション ジュヴェニル

１０日 pm 子どもと社会の現状１ 中央児相 前田 清

２ ９ 月 am 子どもと社会の現状２ 名古屋児相 渡辺忍

１７日 pm 子どもの自立を支援する機関 中央児相 秋吉修一

①概説（児童相談所）

３ ９月 am 支援機関②児童自立支援施設 愛知学園 大島康宜

２４日 pm 少年犯罪 県立大学 堀尾良弘

４ １０月 am 子どもの心理発達 ならわ学園 安藤久美子

８日 pm 支援機関④児童養護施設 （調整中）

５ １０月 am 家族関係論 県立大学 須藤八千代

２２日 pm 少年法の理想と現実 南山大学 丸山雅夫

６ １１月 am 児童虐待 （調整中）

５日 pm 支援機関③一時保護所 一時保護所 前田恵子

７ １１月 am 外国人の子どもの教育と人権 外国人の子どもの教育と人権

１９日 ネットワーク

pm 愛知の教育について 教員 岡崎 勝

８ １２月 am 精神病理について 名古屋市児童福祉センター牧真吉

３日 pm 少年が加害者・被害者になる事件 （調整中）

９ １２月 am 相談の現場から （調整中）

１７日 pm 当事者又は家族の体験（予定） （調整中）

10 １月 am 子どもと性 （調整中）

７日 pm 社会福祉援助技術論 愛知みずほ大学 山口勝弘

11 １月 am 子どもの人権と児童福祉法 弁護士 高橋直紹

２１日 pm 修了式 ジュヴェニル

（注意）一部調整中であり、日程が変更となる可能性があります。

最新情報は、ホームページ（http://juveniel.sunnyday.jp)でご確認ください。
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お し ら せ

子どものための相談
マニュアル 作成中

子どものための相談マニュアルを作る活

動をしています。Ｑ＆Ａ形式で子どもたち

が読んでもわかるように、作りたいなと思

っています。いまは、どんなＱ（質問）を

あげればいいのか検討しているところです。

１０代の当事者はもちろん、学生さんから

人生経験豊富な方まで、幅広い市民の手で、

学びあいながら作り上げたいと思っていま

す。気軽に参加してください。

次回の打合せは、７月１６日（土）

午前１０時から北区生涯学習センター

和室でします。

また、ホームページの掲示板に書き込ん

でいただいてもかまいませんのでぜひマニ

ュアル作りにご参加ください。携帯電話の

場合は、http://juvenile.sunnyday.jp/keijiban

子ども達への学習支援をしませんか？

私達は、森林公園の近くにある児童養護

施設大和荘で週１回（土曜日午前中または

金曜日の夜）、中学３年生の学習支援にと

りくんでいます。

子ども達は学習のきっかけや環境が整わ

ない中で、どう勉強していったらよいのか

わからないでいます。やる気の無さそうだ

った子どもが、「もしかしたらやれるかも

・・・」と感じると手を動かし出します。

そんなきっかけを一緒に作っていきません

か。詳しくはお問い合わせください。

－内容－ 主に数学と英語

数学・・・基本的な小数／分数／プラ

スマイナスの計算／図形などを中心

にプリントで学習をすすめます。

英語・・・中１英語から復習中。

※１対１にちかい形でサポートしています。

会員を募集しています。

正会員 3,000円（１口・年度）

賛助会員 1,000円（１口・年度）

カンパ 随時、いくらでも。

郵便振替：００８４０－６－１３１１５３

（名義：ジュヴェニル）

通信欄に、住所、氏名、電話番号、メール

アドレス、会員種別などを書いてください。

※活動に参加してみようかなと関心をお持ちの

方は、お気軽にお尋ねください。事務所には常

駐していませんので、ファックスかメールで。

特定非営利活動法人ジュヴェニル

ｆａｘ 020-4666-1965 E-mail juvenile@dw.sunnyday.jp
URL http://juvenile.sunnyday.jp
〒487-0024 愛知県春日井市大留町５－２９－１６市民オフィスウェルカム横丁


