
宇部市協働のまちづくり提案サポート事業

今 の 子 ど も た ち
～ 子どもの心に寄り添うために ～

今の子どもたち ～ いじめ・不登校の実状から ～

チャイルドラインから見える子どもたちは、人との繋がりが薄く、誰かと話したい、誰かと繋がってい
たいと、　正面から向き合ってくれる大人を求めています。
チャイルドラインでは、子どもたちの心を受け止める「受け手」を募集します。チャイルドラインやま
ぐち受け手養成講座は、受け手になる方に限らず、子どもに関わる大勢の方たちと一緒に学びたいと考
えています。このたび見初・岬２小学校区の子ども委員会の方々と協働して開催します。
多くの方々との出会いの場になりますよう願っています。

チャイルドラインやまぐち 2017　公開講座

第 1 回公開
講座

9 月 16日 土 14：00 ～ 16：00日　時

10月 6日 金 19：00 ～ 21：00日　時

 

【連絡先】NPO法人子ども劇場山口県センター   〒755-0018 宇部市錦町 2番 5号 （月～金 10 時～17 時） 
                   TEL：0836-32-4287　 FAX：0836-32-4288　E-mail：npokodomo@olive.plala.or.jp

1979 年東京生まれ。小学 4 年からいじめを理由に学校不登校。 2 年半のひ
きこもりの後、フリースクール「東京シューレ」へ。 19 歳から NPO の設立
した大学に参加、教育問題、不登校、フリースクール調査研究等。 25 歳で
出版社を設立。教育に関する書籍を出版し、2012 年より「ストップいじめ！
ナビ」に参加。

講師 須永　祐慈  さん
NPO法人  ストップいじめ！ナビ　副代表

 公開講座は 参加費無料  ※当日参加可能。但し、託児希望は要事前申し込み。    全講座の詳細は裏面をご確認ください。

 後援：山口県教育委員会、宇部市教育委員会、山口県社会福祉協議会、宇部市社会福祉協議会、宇部日報社、宇部市民活動センター 「青空」、FM きらら

岬ふれあいセンター
（宇部市明神町一丁目 3-16）会　場
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子どもの心の居場所・チャイルドラインとは第 3 回公開
講座

1986年より不登校児童・生徒や高校中退した若者の居場所づくりにかかわる。
1991 年、川崎市高津区にフリースペースたまりばを開設。不登校児童・生徒
やひきこもり傾向にある若者たち、さまざまな障がいのあるひとたちととも
に地域で育ちあう場を続けている。 2003 年 7 月にオープンした川崎市子ども
夢パーク内に、川崎市の委託により公設民営の不登校児童・生徒の居場所「フ
リースペースえん」を開設、 その代表を務める。2006 年 4 月より川崎市子ど
も夢パークの所長に就任。

講師 西野　博之  さん
NPO法人フリースペースたまりば理事長
川崎市子ども夢パーク所長、かわさきチャイルドライン代表

見初ふれあいセンター
（宇部市昭和町一丁目 3-6）会　場

岬校区子ども委員会では、子どもたちが日頃、学校や家庭の中
では学ぶことの出来ないことや、伝統的な文化などを学ぶ場づ
くりをしています。子どもたちはいろいろな環境の中で、日々
を送っています。そんな子どもたちに、寄り添い、耳を傾けて
くれる人が必要だと感じています。この講座を通して、一人で
も多くの方に、そんな思いになってくれることを願っています。 

（岬校区子ども委員会　会長　伊藤　俊一）

見初子ども委員会では、「子どもも大人も共に育ちあう」ことを

目的として、三世代交流や自然体験、伝承行事などの活動に取

り組んでいます。子どもは一人ひとり違った個性を持ち、無限

の可能性を秘めています。まずは、私たち大人が学び、子ども

と向き合うことから始めましょう。

（見初校区子ども委員会　会長　松本　鉄己）

　

☎ 0836-21-1625    【駐車場】 明神公園
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チャイルドラインやまぐち受け手第 15期生募集！！

子どもたちは、なんでも話を聞いてくれる、気持ちを受け止めてくれる大人を待っています。
子どもの声を受け止め、気持ちを「聴く」ボランティアを「受け手」といいます。
全 10 回の講座を受けると「受け手」になることができます。（但し、18 歳以上）資格や経験は問いません。
あなたも養成講座を受講して、子どもの気持ちを聴く「受け手」ボランティアになりませんか。

受け手ボランティア養成講座
2017 年 9月～ 11  月　

 

お名前
ふりがな

ご住所
（〒　　　ー　　　）

託児希望

■ ・全講座（第１回～第１0回）受講の方　…　5,000円
■ ・第1回　・第2回　・第3回　・第4回　・第5回　…　無　料
　

有　　　・　　　無

受講希望

電話番号

携帯電話

所属

E-mail

（◯印記入）

性別 男  ・  女 生年月日 年　　 月　　 日

人（　　　　　才　）（　　　　才）

※会社・団体・学校名など

2017 受け手ボランティア養成講座　参加申込書

✂✂

【問い合わせ・申し込み先】
NPO法人子ども劇場山口県センター   〒755-0018 宇部市錦町 2番 5号 （月～金 10 時～17 時） 
TEL：0836-32-4287　 FAX：0836-32-4288　E-mail：npokodomo@olive.plala.or.jp

下記の申込書にご記入の上、郵送、FAX、E-mailにてお申し込みください。

※第6回 ～10回は、全講座申し込みの方のみの受講となります。

内　容 講　師 会　場日　時

第 1回
（公開講座）

第 2回
（公開講座）

第 3回
（公開講座）

第 4回
（公開講座）

第 5回
（公開講座）

第 6回

第 7回

第 8回

第 9回

第 10 回

9月 16 日（土）
14：00 ～ 16：00

今の子どもたち
～不登校、フリースクールの実状から～

須永　祐慈
NPO法人ストップいじめ！ナビ

副代表・事務局長

岬ふれあいセンター
宇部市明神町一丁目 3-16

宇部市総合福祉会館
3F　講習室

宇部市琴芝町ニ丁目 4-20

見初ふれあいセンター
宇部市昭和町一丁目 3-6

宇部市文化会館  第一研修室
宇部市朝日町 8-1

宇部市総合福祉会館
3F　講習室

宇部市琴芝町ニ丁目 4-20

宇部市文化会館  第一展示室
宇部市朝日町 8-1

宇部市文化会館  第一研修室
宇部市朝日町 8-1

宇部市総合福祉会館
2F　セミナールーム　小
宇部市琴芝町ニ丁目 4-20

安達　倭雅子
埼玉子どもを虐待から守る会

電話相談員

西野　博之
NPO 法人フリースペースたまりば　理事長

川崎市子ども夢パーク　所長

藪本　知二
山口県立大学社会福祉学部　教授

鈴木　英太郎
鈴木小児科医院　院長

松田　典子
鈴木小児科医院　臨床心理士

西村　秀明
宇部フロンティア大学　教授

臨床心理士

山本　多賀子
東京いのちの電話　トレーナー

チャイルドラインやまぐち
スタッフ

子どもたちの性

子どもたちの心の居場所
チャイルドラインとは

子どもたちの現状
～発達障害への理解～

子どもをどうとらえるか
～子どもの権利条約を読み取ろう～

具体的事例にみる子どもの問題

聴くということ、ロールプレイ

受け手になるために

聴くということ、ロールプレイ

実務研修

9月 30 日（土）
14：00 ～ 16：00

10 月 6日（金）
19：00 ～ 21：00

10 月 19 日（木）
19：00 ～ 21：00

10 月 26 日（木）
19：00 ～ 21：00

11 月 12 日（日）
10：00 ～ 15：00

11 月 26 日（日）
10：00 ～ 15：00

11 月 30 日（木）
19：00 ～ 21：00

全 10回講座

対象：「受け手になろう」と思われる方


