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～暴力防止に役立つ情

報の収集や発信の拠点

として様々な活動を行

っています～ 
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ピンチをチャンスに!!   

 

 昨年(2020年)は、ウィズコロナ、ニューノーマルという言葉と共に 

大きな変化を求められた 1年だったのではないでしょうか？ 

 私個人としても、緊急事態宣言の時に仕事が週2日のテレワークや時短となり、自分の時間が

できました。この時から始めたのが朝活です。月曜日の朝、出勤前に30分参加しています。長

期的な目標を確認し、先週の振り返りと1週間の仕事やプライベートの予定を確認し、今週取り

組むべきことを考えるというものです。 

 

朝活の第1の効果は、日曜日の夜の苦痛がなくなったことです(笑)。「明日、仕事だ(ウダウ

ダ）」ではなく「明日は朝活だ！(自分の時間だ)」と前向きになれること。 

 

2つ目は、週末のプライベートの予定を目標にして、1週間頑張れること。 

 

3つ目が、週末の仕事の予定も確認することで、仕事を前倒しにして組むことができ、残業を

がんばる日と定時でサッと帰る日のメリハリがついたこと。 

 

結果的に、動画作成やオンライン説明会の企画など、仕事面でも新しいことにチャレンジする

ことができました。油断すると仕事を詰め込みすぎて、今まで以上に残業が続くことにもなるの

ですが（汗） 

 

 APISでも、予定されていたワークショップが延期や中止になりました。それは残念なことな

のですが、ミーティングや理事会をオンラインで開催するという新しいチャレンジもできまし

た。そして、リアルで会う大切さ、ワクワク感、いつものことがいつも通りにできるありがたさ

を改めて実感しました。これからのAPISのあり方を考えるキッカケになる予感もしています。 

5年先、10年先に振り返った時、2020〜2021年が大きな契機になっている気がしています。歴

史の真っ只中にいる感覚です。 

 COVID-19は、まだまだ油断はできませんが、予防対策をとりながら、今までの考え方にとら

われず、あたらしい方法を考えていきたいと思います。 

(Y.K) 
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APIS主催 

わいわいトーク 第111回          2020年11月18日 10:00～12:00 

大阪市西区民センター 

 

わいわいとおしゃべりしてリフレッシュするわいわいトークは、年間計画の中に手作りしてリ

フレッシュする回を織り交ぜています。この日のクラフトでリース作りをしました。 

余り布を筒に縫って、綿を詰め、芯になる針金を入れて、ドーナツ型に繋げた土台を用意しま

した。色とりどりの球は、昨年の羊毛フェルトクラフトで使った残りのウールで作ったもので

す。いつの間にか集まったリボンも使い、この日のクラフトは「再生工作」です。 

 

準備した材料の中から選んで飾りつけます。作業しながらおしゃべりも続きます。 

コロナ禍の中での暮らしに振り回され、今年はいつもに

増して1年が早く過ぎたように感じます。新しい日常のこ

とや、年末の予定の話をしながら、クリスマスを前にした

季節感あふれるリースが出来ました。 

参加者は３名で、２つずつ作りました。 

 

コロナ禍で家にいる時間が増えて、家の中に溜まった物

たちを見直す機会が増えました。 

この機に、断捨離とばかりに処分することも出来ますが、

何かに活かせないか工夫してみるのも楽しいものです。  

（のぶどう） 

 

 

 

講師派遣 生野区子ども・子育てプラザ子育て講座  

「これって暴力なの？」          2020年10月14日 10:00～11:00 

大阪市生野区子ども・子育てプラザ 

コロナの事を考え、広い体育館で開催されました。就学前の親子が会場いっぱいに集まり、久

しぶりのにぎやかな会になりました。 

CAPの話/私はどんなタイプの親？/しつけについて/しつけと暴力/など、盛りだくさんの1時

間でした。一生懸命子育てに取り組んでおられる参加者に出会いました。「世代が代わっても子

育ての悩みって変わらないなあ、子どもへの愛情は変わらないなぁ」と改めて思いました。どん

なに世の中が変化しても「こんな時間って大切だなぁ」と思いました。 

<感想アンケート>  （一部抜粋） 

 ・しつけと虐待の違いが興味深かった。 

 ・改めてしつけと体罰（暴力）のことを学べたと思う。 

 ・怒りに対しての話が聞けて良かった。 

 ・注意する事と叱ることも違うことに気づきました。 

・子どもに対する自分の対応の振り返りになりました。 

 ・とても勉強になりました。 

 ・あまりこういう講演会をしていないので参加できてよかった。 
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講師派遣 介護職員初任者研修 

「人権啓発に係る基礎知識～高齢者の生活と人権に係る講義」 

2020年10月12日9:30～11:30 

梅田アプローズタワー 

介護士人材派遣・紹介事業をしている㈱ウィルオブ・ワークより、新規講座依頼を受けて講師

スタッフ2名で行ってきました。 

コロナ禍の中で4人向かい合ったデスクには、アクリル板でしっかり仕切りがされつつ透明で

お互いの表情も分かりやすい対応準備があったので、安心して講師を務めることができました。 

前半は、守秘義務を取り扱う介護士として利用者のプライバシー保護と自己決定権について、

後半は、実際の業務の中での自己決定権の活用方法、ADLやQOLを人権を尊重しながら行うこと

の重要性について講義をしました。 

感想アンケートでは大変好評でした。 

（APIS講師スタッフS） 

＜感想アンケート＞ 

・例があり、わかりやすかった。自己決定権がすべての人にあり、人権を尊重する大切さがわ

かった。 

・人権は普通のように分かっていることだと思いましたが、介護にとって自己とADLとQOLと

用語があり、奥が深いなと思いました。 

・本日の講座を聞いて「自分がいて、相手もいる」の認識が深まり、考えて思いつかない話も

分かりやすく理解を得ました。相手にとって良かれと

思ってしたことが相手を傷つけたりする場面。考える

内容が幅が広がり、勉強になりました。 

・生活していたら、忘れてしまいそうな人権について改

めて考えさせられて、その場の感情だけで相手を傷つ

けないようにしようと思えました。 

 

 

 

講師派遣 大阪法務局管区内人権擁護委員男女共同参画問題執務講座 

ドメスティック・バイオレンス(DV)について 

2020年12月1日15:10～16:10 

大阪法務局 

法務局へ人権擁護委員対象の「DV」研修に行ってきました。今年はコロナウィルスの影響で研

修がオンライン併用となり、いつものワークショップ形式ができず、講和という形になりました。

改めて気付いたのですが、ただ話を聴くだけの研修は「お勉強」という経験になって「DV」その

ものを理解したり、自分の興味に沿っての聞き方になるようです。これまでのワークショップ形

式だと、他の参加者の意見や考えを取り入れる機会となり視野が広がることと、「DV」に対してど

のようにかかわるかという関り方の学びにつながっていたと思いいたりました。 

コロナの影響は学びや学び方にまで影響を及ぼすのだなと感じた時間でした。 

（P） 

ADL…日常活動 

QOL…生活の質 
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思いがけずGO TOトラベル 
 

 

2020年の師走に入って、大阪はとうとう赤信号が灯ることになりました。新型コロナウイル

ス感染拡大が収束しないまま年を越しそうです。 

感染拡大のきっかけになったという意見、いや、要因ではないとの大臣答弁がある政府の政策

「GO TO トラベルキャンペーン」を思いがけず利用することになりました。 

 

10月下旬から半月の間に神奈川県と島根県への用事ができ、宿泊の割引とクーポンを使って

の買い物のサービスを受けました。神奈川県は引越しの手伝いで、島根県は葬儀への出席です。 

「GO TO トラベル」は経済面での活性化を目的にしている事業で、お得感で遊興費の家計支出

を刺激しようというものだと思うのですが、今回はそれとは縁のない用事での旅です。それで

も、コロナ感染を防ぐための安全を考えて、夫と2人での自動車移動を無理のないペースでする

ことや帰省先の家でなくホテルに宿泊することを選ぶ後押しになりました。クーポン券を使っ

て、その地域のお土産品をしっかり買い求めました。 

感染の不安が拭いきれない中で遠方へ用事に出かけることに気持ちが萎えるという面もありま

した。「なぜこの時期に」と思っても、待った無しの事情です。「安全第一で運転する」「無理な

スケジュールを立てない」「寄ってみたい場所を選ぶ」「気を使って無理な役割を果たそうとしな

い」と自分の余裕を保つことを大事にしました。 

 

気温が低くなったので感染拡大は当然のこととの意見もあります。 

効くクスリと予防するワクチンが開発されて社会に安心が拡がるのを待ちながら、出口の見え

ない日々をなるべく穏やかな気持ちで過ごせたらと思います。 

（のぶどう） 

（付け足し） 

元の原稿を書いてからも感染拡大は広がる一方で、とうとう「GO TO トラベル」は全国的に停

止になりました。 

春の頃に比べて感染者の数は格段に多いのですが、緊急事態宣言はまだ出ていません（12月

21日現在）。APISの事務所は通常通りに動いています。それでも21日19時から開催する理事会

はZoomを使ったリモート開催にしました。年明けの事業もリモート開催を予定しているものが

増えました。苦手意識がありながら、慣れていくのかなと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

立ち寄った三保の松原と登呂遺跡 

 



6   NPO 法人暴力防止情報スペース･APIS 

コロナ禍での料理教室体験 

 

料理教室に通うようになったのは、OLになってすぐ。会社の同期の誘いがきっかけです。 

それからはや数十年、子育てが一段落して、また料理教室に通っています。久しぶりに参加した

教室で、早々びっくりしたことがありました。午前中の教室に男性が数名いるのです。想像もし

ていませんでした。お話してみると、みなさん会社をリタイア後、参加されてるとのこと。「奥

様からすすめられて」「奥様に料理をふるまいたくて」など動機は色々です。みなさん熱心で講

師への質問も視点が違って、面白いです。試食タイムでは色々な情報交換もします。 

 

さて、料理教室ってどんなことをするところか？私の通っている教室では、まず、講師が本日

の献立のデモンストレーションを行い、グループに分かれて実際に調理していきます。そして、

出来上がったものを、あれやこれや言いながら食べます。講師が作ったものを試食することもあ

ります。そして、後片付けして、ざっと、2時間ちょっと。結構忙しいです。 

 

料理教室の魅力は、「本のレシピを読むだけでは得られない情報を得られること」です。例え

ば季節を感じるしつらえ・器の使い方、栄養学的な最新情報、便利な調理方法、応用方法など。

そして「講師自身の魅力」。１回限りではなく数回講習を受けるからその人がどんなことを大切

に考えて生きているか、信念などが伝わってきて、本を読んでいるように楽しいです。プロ意識

が高く、こだわりぬいたメニューを提供してくださる中華、成長真っ只中のイタリアンシェフ、

発酵食にこだわるシェフ、主婦感覚に近いおばんざいメニュー、盛り付けに魅了される日本料

理。特にプロの話を聞いたとき、どうしてお店での値段設定が高いのかがよくわかりました。下

準備がすごいのです。だから、おいしいのです！私も出来る限り、習ったレシピに再チャレンジ

して家族に振る舞っています。自分の定番料理になったレシピもいくつかあります。 

 

そんな、私のお楽しみの料理教室もコロナ禍で半年中断しました。11月から再開したのです

が、教室運営が変わりました。1グループの人数が4人から2人になりました。人の手が少なく

なったので、手の込んだものが作れなくなりました。そして、レシピが4人から2人表記に変わ

りました。我が家のように2人以上だと、単純に材料や調味料を倍にするわけにいかず、家での

調理にちょっと調整が必要になりました。めちゃくちゃ換気されている部屋で、マスクしながら

調理します。そして、作った料理は持って帰ってもOKになりました。参加者と一緒に試食しな

がらの色々な話が出来なくなり、ちょっと残念です。 

コロナ禍で状況はかわりましたが、料理教室はや

っぱり楽しいです。美味しいものを食べると「幸せ

～！」の気分になります。誰かに作ってご馳走しよ

うと思ったら、やる気も起こります。しばらくはこ

のお楽しみを続けるつもりです。 

（マーガレット） 
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映画感想 

「ミッドナイトスワン」 

2020年製作／124分／G／日本 

配給：キノフィルムズ 

 

凄くいい映画でした。上映は終わっているので、是非レンタルで観て欲しい 

映画です。ネタバレせずにどこまで感想を伝えられるか？頑張ります！ 

 

あらすじは、LGBTでMtFの凪沙が、故郷の（MtFのことは知らない）母親から頼まれて、虐待

を受け自傷癖のある姪の一果を短期で預かることから始まるストーリー。深い孤独を抱えた2人

が対立しながらも次第に心を通わせていきます。 

とにかく草彅剛の演技がいい！本人が「この映画では作り込まないで臨みました」と言ってい

たことが分かるほど、自然で凪沙そのもの!「どうして私だけが、なんで私だけが…」と嘆き悲

しむ凪沙が、次第に母性に目覚めていく。一果の可能性をつぶしたくないと、プライドを捨て、

身を削って、一果の母になれることも出来る選択が凪沙に与える試練とは…（少しネタバレお許

しをー） 

一果役の服部樹咲さんは、存在感があってバレエも素晴らしかったです。 

映画は、登場人物の誰の視点で観るかで感想も違ってきますよね。一果の友人りんの視点で観る

のも泣けるほど切ないけどいいと思います。 

そして、この映画では、バレエ「白鳥の湖」のモチーフが隠れているので、誰がオゼット姫

か？王子は？オディールは？と推測しながら観るのも面白いし、謎が解けるかもしれません。鑑

賞後、無性にハニージンジャーソテー食べたくなる映画でした。 

P.S. 原作の小説「ミッドナイトスワン」（著者：内田英治）もお薦めです。小説の作り込ま

れた設定が映画ではカットされていて、あの登場人物のその後も書かれているので、ミッドナイ

トスワンの世界に引き込まれた人は是非お読みください。 

（たくわん） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MtF…性同一障害の類型のひとつで生物的な性は男性だが

自身を女性と自認している人を意味する語  

「Male to Female」の略語 

APIS の無料電話相談すっきりトーク  

(月)と(金)     １０：３０～１６：００ 

相談専用電話 ０６－６９２４－５５５６ 

  そのこと、もしよかったら電話してみてくださいね 
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APIS の 活 動 記 録  

２０２０年１０月～１２月 
１０月 

６日（火） ゆるゆるトーク「リタイア後の夫との関係」 
7 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 

1２日（月） 講師派遣：ウィルオブ・ワーク ヘルスケア事業部「人権研修」 
14 日（水） CAP 講座：生野区子ども・子育てプラザ 
1５日（木） 定例ミーティング 

 ニュースレター№81 発行 発送作業 
19 日（月） 電話相談ミーティング 

 
１１月 

６日（金） HP ミーティング 
      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打合せ 

18 日（水） わいわいトーク「リース作り」 
19 日（木） 定例ミーティング /APIS のLINE グループ作成 

 電話相談スーパーバイズ 
26 日（木） タッピングタッチ基礎講座A 
27 日（金） 人権擁護士連絡会 

 
１２月 

１日（火） 講師派遣：大阪法務局 人権擁護委員男女共同参画問題執務講座「DV 講座」 
      ゆるゆるトーク「孫・子どもとの関係」 

11 日（金） HP ミーティング 
14 日（月） 電話相談ミーティング 
17 日（木） 定例ミーティング 
       プチ講座「石けんにデコパージュ」 
21 日（月） 理事会＊Zoom によるリモート開催 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

編集・発行 

 

ＮＰＯ法人暴力防止情報スペース・ＡＰＩＳ 

〒534-002３大阪市都島区都島南通 2-４-21 

TEL:06-6924-5551 

FAX:06-6924-5556 

 
編集後記  
（H N） 

わいわいトーク「リース作り」 

APIS 定例ミーティング 

オンラインで 

ゆるゆるトーク 

電話相談スーパーバイズ 

ホームページミーティング 

プチ講座「石けんにデコパージュ」 
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