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◆巻頭言 プチ糖質制限体験
◆第 107 回わいわいトーク開催報告
◆何がベアリングとなったのか
～「人権侵害を引き起こすベアリング」理論で考える心愛さん事件～
ザ

プレゼンテーション

◆The Presentation “APIS”「人権侵害を引き起こすベアリング」理論
◆体罰をみんなで考えるつどい参加報告
◆わいわいトーク・ゆるゆるトーク参加者募集
◆映画の紹介「パラサイト」
◆本の紹介「七つのからっぽな家」
◆APIS の活動記録 2020 年 1 月～3 月

プチ糖質制限体験

ロカボ(緩やかな糖質制限)という言葉を耳にするようになってきたと思いませんか?
実は、わたし、昨秋からプチ糖質制限をしています。仕事や家事は何とかこなしていたものの
疲れやすく、休日は何をする気力もなく過ごすことが増えていたところに、糖質制限をして調子
が良くなったという知人の話を聞いたのがきっかけです。ただ、1 人で取り組む自信はなかった
ので、彼女がアドバイスを受けている方のお力を借りることにしました。3～4 週間に１度
ZOOM(Web 会議サービス)で50 分のセッション、
その前1 週間ほどの食事を写真で報告する形です。
糖質制限には、スーパー、スタンダードとレベルがあるそうなのですが、血糖値や血圧などに
問題がなく、スイーツを断ち切れない私はプチ糖質制限を選びました。それでも、ご飯は朝と昼
各 100g、夜は無しと言われた時は「え～!無理～!」と思いましたが、空腹に耐えるのではなく、
おかずでお腹を満たすようにし、ご飯もスイーツも食べないわけではなく、1 食分(あるいは 1 日
分)の炭水化物(糖質)の摂取量を考えて食事をするようにしていきました。
そこで気がついたのは、
いかに糖質(ご飯、パン、麺類)でお腹を満たしていたかということと、何気なく手にしていたス
イーツの糖質の恐ろしい量のこと(汗)。それに、コンビニや無印良品でのロカボスイーツ、ファ
ストフード店でのロカボメニューが結構あることも発見でした。
プチ糖質制限を始めて約半年。目覚めも良くなり、昼食後の睡魔がほぼなくなりました。日中
も疲れにくくなりました。キツくなっていたジーンズも普通にはけるようになりました(^^)v。
まだまだスイーツの誘惑との戦いですが、
健康維持のために、
ゆるく続けていこうと思います。
(Y.K)
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第 107 回わいわいトーク開催しました！
2020 年 3 月 11 日（水）10～12 時
場所：西区民センター
コロナウイルスのニュースが続いて報道される中、開催しようか中止しようかと迷いました。
場所が閉鎖しなかったので、換気など出来る配慮をして、開催することに決めました。
いつも参加されている方の中には、急に休校になったお孫さんの対応で欠席される方もいらっし
ゃいました。
まずはコロナウイルスの話をしました。
「最近手に入らないね、マスク」ということで、ハンカ
チを使ったマスクの作り方を紹介しました。ミシンなしで、ハンカチを折ってゴムを通す方法で
す。
それから、本日の本題「ブックカバー作り」をしました。お気に入りの材料を持ってきたり、
身近にあるものを使ってそれぞれのお気に入りブックカバーを作ります。１つ出来上がると、
「こ
の絵もつかってみたいなあ」と製作意欲が出てきて、皆さん複数の作品が完成しました。さらに
「自分だけのノート」も作りました。無地の表紙のノートにデコレートしていきます。こちらも
個性いっぱいの作品が出来上がりました。
ゆっくり時間をとって何かを作るって出来そうで、なかなか出来ません。家では途中で何か用事
が入ってしまうこともあります。たわいもない話をしながら、手を動かし自分のお気に入りをつ
くるのはとっても貴重な時間なのです。とっても夢中になれる 2 時間です！
新年度のわいわいトークでもクラフトの回を計画しています。ご興味ある方、是非ご参加くだ
さい。
（マーガレット）

★わいわいトーク、ゆるゆるトークに
参加してみませんか？
6 ページでお知らせしています。
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何がベアリングとなったのか
～「人権侵害を引き起こすベアリング」理論で考える心愛さん事件～
2014 年１月のニュースレターNo.54 に載せた”ベアリング論”（文末に再掲載）は、その後人権研修など
で参加者に披露してきていますが、研修のテーマ毎に人権侵害につながる“ベアリング”となると思われる
ものを話題にして、図がわかりやすいとの感想をいただいています。
今回、昨年社会に大きな衝撃を与えた虐待死事件について、何が“ベアリング”となったのか、検証報告
や公判報道をもとに考えてみました。

・
「ある程度の体罰は許される」というベアリング
父親の栗原勇一郎は「娘にしてきたことはしつけの範囲をこえ、後悔している。
」と公判で語っている。
自分の言動は”しつけ”のためにしたことだという認識自体も“誤った思い込みや不正確な情報”、つまり
“ベアリング”が働いているが、父親はもちろん周囲の人々のほとんどにも「ある程度の体罰は許される」
という“誤った思い込みや不正確な情報”があった。
母親のなぎさも、DV の影響もあり体罰（暴行）を止めることや警察への通報をせず、勇一郎に同調してい
た。
心愛さんが児童相談所に一時保護された後、一時期一緒に暮らした勇一郎の父母・妹も、心愛さんから勇
一郎の暴力について助けを求められていたが、通報などはしなかった。また、児相との面談の際に、祖父が
心愛さんに「お父さんは怖くないでしょ」と尋ね、心愛さんが「うん」と答えたことが記録されている。状
況を過小にしたかった様に受け取れる。その場の誰もが。
児童相談所を始めとして、関わった様々な行政機関や学校については、多くの不適切な対応が指摘されて
いる。人員不足・知識不足・力量不足・連携不足・危機管理不足・・・今後の改善はもちろん必要だ。それ
だけでなく、親からの暴力を訴えた心愛さんの信頼を裏切ることになってしまった不適切な判断が次々と歯
止めなく続いて行ったのは、親が子に対して行う「ある程度の体罰は許される」という社会の誤った思い込
みが“ベアリング”になったと考える。

・
「家族を守る」というベアリング
公判の中で、勇一郎は「家族を守らないとという強い決意を抱いた」
「幸せな家庭を築きたいと考えてい
た」
「家族を愛していた」と弁護側が主張している。一見、妻への DV と子への虐待をする人のこととは思え
ないが、人権侵害の事例の中に「家族」や「家庭」の犠牲者は普通にいる。
「家族を守る」と言う時、それを言った人が思い込んでいるに過ぎない幻の「家族」でしかない。
「家族」
の一人ひとりの人権や幸せや愛は無視されている。自分に都合の良い「家族」にそぐわないことは否定し、
あるいはなかったことにしてしまうことさえある。
勇一郎は心愛さんのことを「嘘をつく」と言い、妻なぎさのことを「コントロールできる」と話している。
例えば、心愛さんのことを「学校ではいい子だが家ではすぐ嘘をつく」
「されてもいないのに、うそを書
いたと思う」と話している。妻の入院中に妻に知らせることなく独断で転居している。
また、心愛さんが一時保護された時には「誘拐だ」と腹を立て、児相に関して「家の周りを不審車が止ま
っている」
「娘は児相職員に会いたくないと言っている。これ以上家のことに介入してほしくない。家では
問題ない。心外である」
「今まで何事もなく生活してきたのに壊された。娘が不安がっている」などと話し
ている。
母親のなぎさも心愛さんの傷を見られないために外出させず、外に出ないように強く命じて見張っていて、
勇一郎の意向に添うという言動で「家族を守」ろうとしていたと思われる。
妻（なぎさ）の親族から妻への DV、娘への恫喝等を指摘されて関係が悪かった父（勇一郎）は、妻の親族
のいる県を離れ自分の親族のいる県に転居し実家に住んだが、
「家族４人だけで楽しく暮らしたい」と話し
ている。周囲に邪魔されることのない「家族／家庭」を求めていたと思われる。
心愛さんの訴えはその思いを妨害する行為に感じられたのかもしれない。
仮に問題を抱えていても「幸せな家族／家庭」を取繕うとすることは、多くの人に思い当たることだと思
うし、
「幸せな家族／家庭」を求めることはかまわない。しかし、犠牲になってかまわない人は誰一人いな
い。
（のぶどう）
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ザ

プレゼンテーション

The Presentation “APIS”

その１「人権侵害を引き起こすベアリング」理論

APIS が事業を進めていく中で整理した理論や開発した参加型講座などを紹介していきます。先ずは“ベ
アリング論”です。
ベアリングとは回転している部分の摩擦を減らし、運動をなめらかにする部品のことです。
「暴力は力関係によって起こる」と説明される結果「力関係＝悪」と理解して力関係そのものを否定する考
え方をとる場合がありますが、力関係そのものに暴力性があるのではありません。暴力行為（＝人権侵害）
を起こすときには「不正確な情報」
「差別につながる慣習」
「誤った思い込み」がベアリングの働きをしてい
ると考えます。
人は様々な人間関係の中で生きていて、様々な要素（年齢／性別／人種／社会的立場／などなど）から力
関係の弱い側にいることもあれば、強い側にいることもあります。力の強い側がその力を自覚して正しく使
うことに何の問題もありません。
ところが、力関係において強い側にいる者が暴力を振るうつもりがなくても結果的に暴力と指摘される言
動をとってしまうことがあります。それは、力関係の強い側にいることが原因なのではなく、力関係の強い
側にいる者が「不正確な情報」
「差別につながる慣習」
「誤った思い込み」で弱い側にいる者と関わることに
原因があります。
逆に、弱い側にいる者は「不正確な情報」
「差別につながる慣習」
「誤った思い込み」により、場合によっ
ては無自覚に暴力を受けているのです。暴力を受けていることに気づかず、自分が悪いと自分のことを責め
ていることがあります。
大きな事件を起こして社会的な問題とされても学校での体罰が続いているのは、
「生徒のことをおもえば
こそ」
「たたけば強くなる」
「自分もそうやって指導されてきた」
「厳しく指導することを保護者も求めてい
る」
「たるんでいる時に殴るくらい当然だ」等の“ベアリング”が回転することで体罰をしないという歯止
めを無くし、行為を正当化してしまうのです。体罰を振るう側も受ける側も、それが暴力だという自覚が無
いままにいるのです。
文責：横山恵子
セクシュアル
ハラスメント

い じめ
暴

モラル
ハラスメント

アカデミック
ハラスメント
キャンパス
ハラスメント

力

アルコール
ハラスメント

力関係
（人権侵害）
スモーク
ハラスメント

パワー
ハラスメント

ドクター
ハラスメント

＝不正確な情報
差別につながる慣習
謝った思い込み
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体罰をみんなで考えるつどいに参加しました
場所

2020 年 2 月 2 日
龍谷大学大阪梅田キャンパス

毎回このつどいに参加して感じることは、子ども達の為に真剣に考えている大人がいることへ
の安心感です。
今回は、私達ができることをみんなで考えていきました。各グループで色々な意見を出してい
く中で、私自身は以前とは違い様々な思いが出てくる時間となりました。
現在、教育現場で仕事をしていますが、大変忙しい仕事の現場で様々な価値観を持つ大人同士
の協力が欠かせない中、ともすると子どものためにというよりは大人の顔色をうかがいながら仕
事をしている自分に気がつきます。
また、講座で勉強をしていただけの頃と違い、毎日毎日実際の子どもに接していると、やはり
私も子どももお互い相性があり、子どもの行動・言動に腹を立てることもしばしばで、その時に
「なぜ、この子はこういう行動になったのかな？」と冷静になって考えることすらしゃくにさわ
る時もあります。
幸い、つどいに参加することで普段見失っていることに気付くのはもちろん、自分への反省・
改善も考えることができるのが嬉しいです。
特定の人間関係の中だけではなく、広く物事が見えるように、これからもつどいに参加してい
こうと思います。
（M.G）

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

わいわいトーク
[場所：大阪市立西区民センター 10:00～12:00]

●参加者募集してます●

みんなで、あれやこれやと話すと自分だけじゃないって、
ホッとするかも・・そんなスペースをご用意しました。
●5 月 13 日(水)

私が今やりたいこと
私のおすすめの映画
●9 月 9 日(水) タッピングタッチ
●11 月 11 日(水) リース作り(予定)+材料費 200 円
●2021 年 1 月 13 日(水) 私のおすすめの一冊
●2021 年 3 月 10 日(水) ねんどで作ろう
●7 月 8 日(水)

※参加費 500 円(資料・茶菓代)

興味のあるテーマに
ご参加ください。
APIS へメール
npo-apis0601＠kki.biglobe.jp
または FAX(06-6924-5556)
までお申し込みください。
後日、ご連絡します。

ゆるゆるトーク
[場所：APIS 事務所マーガレットルーム 13:30～15:00]
「みんなどう考えているのだろう」ともう一歩踏み込んで
話したいと思うことありませんか？こんな考えがあるんだと
目からウロコが落ちるかも。
●6 月 2 日(火)
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友人・ご近所との関係
●10 月 6 日(火) リタイヤ後の夫との関係
●12 月 1 日(火) 孫・子どもとの関係
●2021 年 2 月 2 日(火) 希林さんの言葉から考える
※参加費 300 円（茶菓代込み）
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映画紹介
「パラサイト 半地下の家族」 2019 年 韓国

監督：ポン・ジュノ

この映画は、エンタメで、ホラーで、社会派映画です。本当に全てが緻密に
作られた映画でした。最下層の貧乏家族と最上層の金持ち家族との話です。
では、ネタばれしないように感想書いていきますね。多分見た人しか分から
ない内容です。ゴメン！
まず、貧乏家族の息子について。学歴のメタファーとして庭石（水石）が出
てきます。
彼はこの庭石を拠り所として生き、これによって悲劇に見舞われ、でも最後それを手放します。
（手放してしまうんかーい）
貧乏家族の娘について。彼女だけが誰の代役でもなく金持ち家族に入っていけた人でした。
金持ち家族の長男を短時間で手懐ける方法は謎ですが、貧乏家族の中では最も最上層にいてもお
かしくなく、賢い策略家です。それゆえか？とても悲しい悲劇が待ち受けています。
貧乏家族の母親は、メダル獲得が出来る、元々努力が出来る人。今の年齢になってもその能力
を発揮できる凄い人です。
主人公の貧乏家族の父親は、4 人家族の中で最も能力が低い。今まで家族のために計画を立て
て頑張ってきたが、失敗した人。故に無計画が失敗しない方法だと思ってしまっている。そして、
最地下まで落ちてしまう人。
この父親・息子・娘が、金持ちの家から豪雨の中、浸水した自宅まで幾つもの階段を下りて行
くカットが印象的。そして、胸の高さまで浸水した家から 3 人がそれぞれにピックアップする物
とは？
他の 5 人の登場人物についても書きたいのですが、長くなるのでこの辺で終わります。
機会があれば、この映画の“臭い”に注目して鑑賞してみてください。
P.S. 個人的に主演のソン・ ガンホさんが好き！映画「タクシー運転手」もお勧めよ！
（たくわん）

本の紹介
「七つのからっぽな家」 サマンタ・シュウェブリン(著)

河出書房新社

家庭や日常に潜む狂気をえぐりだす「家」をめぐる 7 つの短篇。国際ブッカー
賞最終候補、ラテンアメリカ新世代の旗手の代表作。
と、帯に書かれている。狂気。奇異な行動はそういう表現をされてしまうのか
もしれないが、これが狂気と紹介されるところにある一定の人々への偏見や差別
を感じるのは私だけなのか。まあ小説だからいいのか。究極の愛着行動なのではと思う。
彼女の作品はまるで一枚の写真のようである。日常の断片をナイフのような切れ味良い言葉で
淡々と描かれている。飲み込めなかった何かがずっと喉に残るような感じになる。物語はいつも
自分好みに整うとは限らない。
薄いブルーグレーの紙色が悲哀を表しているかのようでとても良い。
この著者の作品では、他に「口の中の小鳥たち」が翻訳されている。実は、こちらの方が好み
だったりするが。美しさと恐怖が同時に描かれている。
(H.N)
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AP I S の 活 動 記 録
20２０年 1 月～３月
１月
８日（水） わいわいトーク「大人の人間関係を考えよう」
都島区社会福祉協議会 ボランティア・アドバイザー連絡会
９日（木） 講師派遣：大阪府看護協会
10 日（金） HP ミーティング
14 日（火） NPO 法人ステップアップセミナー
16 日（木） 定例ミーティング ニュースレター№7８発行・発送
2０日（月） 電話相談ミーティング
2８日（火） CAP 研修 住之江区真住中学校
２月
２日（日） 体罰をみんなで考えるネットワーク総会・冬のつどい
4 日（火） 講師派遣：大阪法務局「高齢者・障がい者について」
近畿人権擁護委員連合会高齢者・障がい者人権委員会代表者会議研修
ゆるゆるトーク「いつの日にか謝りたい」
５日（水） 都島区社会福祉協議会 ボランティア・アドバイザー連絡会
6 日（木） 講師派遣：神戸地方法務局「DV」研修
12 日（水） 講師派遣：大阪法務局人権擁護委員第三次研修「パワーハラスメントについて」
19 日（水） 講師派遣打合せ：大阪キワニスクラブ
20 日（木） 定例ミーティング 電話相談スーパーバイズ
21 日（金） HP ミーティング
３月
３日（火）
7 日（土）
11 日（水）
16 日（月）
19 日（木）
30 日（月）

CAP 打合せ：住之江区在宅サービスセンター「さざなみ」
プチ講座：PC 講座
わいわいトーク「ブックカバーを作ろう」
電話相談ミーティング／新年度事業年間計画チラシ発送
定例ミーティング
理事会

講師派遣

CAP 就学前プログラムの練習

CAP 中学校大人ワークショップ開催

第 44 回理事会

電話相談ミーティングと勉強会

タッピングタッチ体験会を開催

編集後記
COVID-19 の影響で APIS
も事務所作業が出来なくな
った時のために在宅で出来
るように整えていっていま
す。
（H.N）
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