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◆巻頭言「はまってます！ヴィーガン料理」 

◆2021年APIS通常総会と交流会報告 

◆APIS交流会、哲学対話「集まって話そう〜やさしさってナニ？」に参加して 

◆NPO法人CAPセンター・JAPAN第20回総会に出席して 

◆学び舎より 

◆読書感想「RISING STRONG（立て直す力）」 

◆APISの活動記録 2021年4月～6月 
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はまってます！ヴィーガン料理 

 

私はAPISのスタッフとして日々、色んな差別問題について関心を持って学んでいます。最近、

人間の差別問題を飛び越えて、種差別についても考えるようになりました。 

 

種差別ってご存じですか？ 

基本的人権が尊重されるのと同様に、動物にも動物らしく生きる権利が認められるべきであり、

種によってその権利は左右されるべきではないという考え方です。 

私は、国籍や肌の色、性別、障害の有無などを理由に優劣を分けない事を信条にしているのに

動物に対しては分け隔てしているんじゃないかしら？と矛盾が膨らみました。 

ならばやってみようヴィーガンライフスタイル！動物を搾取しない生活を！ 

でも、やってみて完全なヴィーガンライフスタイルは無理だって気づきました… 

だけど、少しはできる！100％できなくても動物の権利を守る為に努力する事はできるはず。 

 

それで今はヴィーガン料理にはまっています。動物を食材に出来ないから今まで知らなかった

植物性食材を知る。中東など考えもつかなかった国の料理レパートリーが増える。タンパク質摂

取の為に栄養学の知識が広がる。ヴィーガン料理から人との関わりができる。環境問題にも詳し

くなる。 

とにかく楽しい～ 

元々料理好きで、新しいヴィーガン料理を作ってはパートナーに料理の感想を聞くのが楽しみ

です。今はコロナで難しいけど、前もってお声掛けもらえればAPIS事務所のランチ時間にヴィー

ガン料理の試食を準備致しますよ～(笑) 

 

（たくわん） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊ヴィーガン：肉魚のほかに、乳製品、卵なども食べない人 

＊ヴィーガンライフスタイル：食べ物だけでなく日用品、さらには 

ファッションなど動物権利を守ったものを選択するライフスタイル 

食べたい動物と食べたくない動物を分けることです。 
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2021年APIS通常総会と交流会報告 

 

・第16回通常総会 

 日時：2021年5月16日（日）11時〜12時 

 場所：APIS事務所 

 １年前の総会はZoomを使ってのリモート開催にしましたが、１年経っても新型コロナ感染拡

大の脅威は続いています。 

今年は事務所を会場に集まって開催することにし、念のためZoom参加も可能としていまし

た。当日になって、Zoom参加になった会員を含め、７名が集まりました。委任状も７通の提出

があり、正会員の過半数の賛成を得て、５項目の議案が全て承認されました。役員改選の年でも

あり、前期に引き続き６名の理事と1名の監事が運営していきます。みなさんどうぞよろしくお

願いします。 

 

 

・交流会 

 午後からは交流会「集まって話そう〜やさしさってナニ？〜」を開催しました。 

 招待制の音声配信SNS”clubhouse（クラブハウス）”で交わされる対話方法を参考に「やさし

さってナニ？」のテーマで話をしました。 

  テーマの提案者からこのテーマを思いついたいきさつについて話があった後、参加者が話し

たいタイミングで話したいことを自由に話す体験をしました。久々にゆっくり話ができ、このご

時勢の中なかなか得難い時間でした。 

 

（のぶどう） 

 

 

 

 

APIS交流会 

哲学対話「集まって話そう〜やさしさってナニ？〜」に参加して 
2021年5月16日（日） 

 

テーマはメンバーから募集し、話し合って決めました。 

当日を迎えるまで、やさしさに触れた様々な体験の記憶を蘇らせました。たくさんの人にやさ

しくしてもらったなぁと、改めて感謝の気持ちが湧きました。 
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◆ルールと、ルールが守られたときの印象を書いてみます。 

 

・話したいときは手を挙げて、当てられてから話す 

話したい衝動にかられて突然に話し出す自分や他者の行為に困惑することが日常で時々あり、

このルールは落ち着いて聴けたし話せました。手を挙げ当てられ話し出すまでの自他の呼吸を意

識しました。 

 

・話し終えたら「以上」と言う、どのように話してもよい、持ち時間は無制限 

・話し手が「以上」と言うまで黙って聴く 

持ち時間を無制限にすると話が長くなりはしないか不安でしたが、実際始まってみると、とん

とんと話し手がかわっていきました。 

どのように話してもよいと明確に提示されたことで、自分の言葉で話せました。 

「以上」という言葉の合図で自分の思考に入れました。 

 

・質問してもよいが答える義務はない、答える時間は自分の持ち時間で話す 

質問に答えるか答えないか自分で決めてよいという意思は、普段持ち合わせていませんでした。

実行したとき、自分の安全を守れる強さを持てるんだと感じました。そして、わたしは強くなっ

た笑。 

 

・批判や攻撃はしない 

批判や攻撃はなんのためにするのかな、自分の考えと違ったら否定された気になるのかな。な

んてふと思いました。 

 

・小学校中学年くらいにもわかるように伝える 

それは、心にあるそのままの気持ちの言葉なのではと思います。 

 

・自分の経験に則して話す 

経験談は、どこにでもあるようなことが、どこにもないその人だけのものとなっており、説得

力があります。 

・親身になって聴く 

人の話をじっくり聴いていると、

空気感や感情など感じます。ただ、そ

れはわたしが感じたことであって話

し手のものではない。話し手の感じ

たことは話し手のもの。それを理解

していることが、親身になって聴く

ことにつながるのでしょう。 
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◆対話を終えて 

「やさしい」ってこういうことなんだという、その場で共有する答えを見出そうとしないのがと

てもよかったです。個人的には、内省に始まり内省に終わりました。自分一人で考えていては多

角的に物事をみるのが難しいですが、リアルに人と会って話すと気付きが格段に増えます。 

充実した時間でした。また、やりたいです。      

（H.N) 

 

 

NPO法人CAPセンター・JAPAN第20回総会に出席して 

2021年5月29日 
CAPセンター・JAPAN総会がZoomで開催されました。 

おおさか CAP エコールとして議案審議で意見を述べる役目があるため、前日に APIS メンバー

とZoomで話し合い、しっかりと意見を自分に落とし込んで臨みました。無事に意見を述べること

ができて、ホッとしました。 

 

後半は意見交換・情報交換会。 

①コロナ禍でのグループの活動について  

②コロナ禍でこれからの活動 

この2点についてディスカッションをしました。 

各CAPグループの活動について詳しく知ることができました。興味惹かれる活動報告もあり、

色々参考にしていきたいと思いました。                   

（たくわん） 

 

 

 

 

 

学び舎より 

 

 私が日々すごしている学校の中でおこっている様々なことを書くこととなりました。 

学校で働くようになってから知ったのですが、おなじ都道府県内の学校であってもそのありよう

は千差万別のようで、おおげさに言えば今いる学校で経験をつんだとしても、転勤で別の学校に

行くとなると新しい学校のやり方に慣れるにはしばらくの時間を要するようです。 

APIS事務所にて。 

差し入れにいただいた 

白イチゴ 
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なので、ここに書いていることも全ての学校にあてはまるわけではなく、 

私のいる学校では、ということを最初におことわりしておきます。 

 

 さて、みなさんは学校の給食にどのような思い出があるでしょうか。 

良い思い出でしょうか、それとも・・・。給食が嫌いで掃除の時間まで食べ

させられている子、ボコボコのアルマイトの食器、嬉しかったことではクリ

スマスに出た小さなケーキや夏に出た小さなアイスクリームなどの思い出。

それが私の小学校時代の「給食」のイメージです。 

 今回は、私の学校での給食の様子を書いてみます。 

 

 

 給食の時間は、子どもがエプロンに着替えて給食をとりに行くところから食べ終えて返却に行

くまで約40分間です。のんびりはしていられません。 

当番ではない子たちに席に着くように声をかけ、当番であるのにのんびりのんびりエプロンに着

替えをする子やいつまでも友だちとおしゃべりしている子にあせりながら声をかけて廊下に２列

に並ばせ、給食調理室に給食を取りに行きます。汁物が入った食缶から汁がこぼれないように声

をかけつつ、食器のかごが重いので手伝いながら教室に戻ります。 

 

 まず食物アレルギーの子どもの個別献立表を必ず確認します。（今日の献立が食べられるかど

うかのチェックを前月にお家の方にしてもらいます。）最初に間違いがないようにその子のおか

ずを先生が配膳します。その後、当番の子たちがおかずを配膳しますが、ここが悩みどころです。

一碗一碗ゆっくりゆっくり入れる子、おしゃべりに夢中になって手が止まっている子。低学年の

子どもですから最初から手早く配膳するのは無理ですが、かといって子どものペースにまかせて

いると時間がなくなるので、やる気をそがないように「もう少しスピードアップしようか」など

と声をかけたりお手本を見せたりします。その間にも、お椀をひっくり返したり、ケンカをした

り。「いただきます」までに、約20分間が過ぎています。 

 

 「いただきます」をしたらまずご飯やおかずの量を「へらし」たい子どもが並びます。その後、

量を「ふやし」たい子どもが並びます。（約束があり、主食のご飯やパン以外のおかずを「へらし」

た子どもは、デザートの「ふやし」はできません。嫌いなものを食べず好きなものだけたくさん

食べることをふせぐためです。あと、ナフキン忘れの子どももおかわりや「ふやし」はできませ

ん。「ふやし」したければ、ナフキンを持ってこようね、です。） 

 また、最初の「ふやし」はどれか一種類だけです。力の強い子があれもこれも他の子を押しの

けて好きなものを独り占めしないように、低学年からこういった約束があります。 

 コロナ禍になってからは、おしゃべりをしないように班にならずに食べています。本当は楽し

く話しながら食べてほしいのですが、黙って食べるように声かけをします。 

食べるのがとても遅い子もいますが、学校に乳アレルギーの重い子どもがいるので（皮膚につい

てもいけない）牛乳だけはクラス全員が飲み終わり一緒に返却するルールになっています。早く

牛乳飲んでね、と声かけもします。（先生が返却時、廊下などに牛乳がこぼれていないか確認しな

がら歩くのです。） 
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 どうしても食べきれない子には、あと一口頑張ってみようと声をかけつつ、でも無理に食べさ

せることはありません。1 時になったら「ごちそうさま」をします。返却の時も大騒ぎです。当

番なのに遊びにいってしまう子、食缶を水平に持たず抱き抱えて汁をこぼす子、牛乳のパックが

入っているカゴを振り回す、きちんと並ばない、などなど。低学年だからでしょうか、毎日ほぼ

同じ注意のくりかえしです。 

  

 牛乳は最後まで飲みきりカゴに返すときはパックを振って先生に空っぽか確認してもらう、食

器についたご飯粒はきれいにとる、食べた後席を立ってうろうろしない、スプーンは同じ向きに

返す、食器にジャムやストローの包紙の切れ端をつけたまま食器を重ねない、遅れて食器を返し

に行くときには先生がつきそう、などなどたくさんのルールがあります。学校に来た頃は、こん

な細かいルールがなんであるのだろう、臨機応変にできないのかなと不思議に思っていました

が、給食調理員さんの片付けの仕事がしやすいようにであるとか、牛乳パックを回収する業者さ

んが困らないようにであるとか、一つ一つに理由があるのだとわかりました。小さなことをいい

加減にしていると、全クラス返却した時に大きな荒れようになるのでしょう。 

 

 昼食時間は普通なら仕事の中でも息抜きの貴重な時間ですが、学校に限ってはその時間もなか

なか気が抜けません。外国では、昼食時に先生以外のスタッフが入って、先生たちは子どもたち

とは別にのんびりと昼食を取る国もあるそうです。ゆっくり談笑しながらの昼食はうらやましい

ですね。でも、学校給食は大変おいしいです。限られた予算の中で栄養バランスもバッチリ。す

ごいなぁといつも感謝しています。給食調理員さんのおかげですね。そして、コロナ が早く終

息して子どもたちと楽しく話しながら食べられる時間が戻ってくるといいなと心から思います。 

（M.G） 

 

 

 

 

 

 

本の感想 

「RISING STRONG（立て直す力）」 

ブレネー・ブラウン(著)、小川敏子(翻訳)【講談社】 

 

 何かにぶつかったとき、トラブルに巻き込まれたとき自分の中で

ストーリーが出来る。自分の痛みにしっかりと目を向けて自分の気

持ちを語るとき、自分が取ろうとした行動の意味に気付くことがで

きる。自分の気持ちを否定したり、なかったことにすることで反射

的にとる行動でさらに落ち込んだり自己嫌悪になるよりは自分自身

に向き合った方が、楽に生きていくことができるのではないだろう

か。自分に向き合う方法、崩れ落ちてしまったときにそこから立ち

直る方法を本書は教えてくれている。           （P） 
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APIS の 活 動 記 録  

２０２1 年 ４月～ ６月 
 

 

４月 

2 日（金） HP ミーティング 

7 日（水） 都島区社協 ボランティアアドバイザー連絡会→中止 

1２日（月） 電話相談ミーティング 

ニュースレター№8３発行 発送作業 

13 日（火） 講師派遣：大阪キワ二スクラブ→延期６月22 日 

15 日（木） 定例ミーティング 

27 日（火） 監査 郵送により実施 
 

５月 

12 日（水） わいわいトーク「私が今やりたいこと」→中止 

14 日（金） HP ミーティング 

16 日（日） 通常総会 / 交流会「哲学対話 集まって話そう〜やさしさってナニ？〜」 

20 日（木） 定例ミーティング /電話相談 自主勉強会 

2９日（土） CAP センター・JAPAN 総会 Zoom 開催 

 

６月 

1 日（火） ゆるゆるトーク「誰が財布のヒモをにぎってる？ 

２日（水） 都島区ボラセン ボランティアアドバイザー連絡会→中止 

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「人権研修パイロット版」 

2５日（金） HP ミーティング 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 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  
スマートウォッチを見ると
一日に 14000 歩くらいの
数字が毎日カウントされて
いるのに痩せないのは何故
かな?と真剣に食を見直し
始めました!さて、どうな
ることやらです。（H N） 

自主勉強会 

電話相談ミーティング 

ゆるゆるトークZomで開催 

わいわいトークのご案内 

9月8日 私の好きなお散歩コース・おすすめスポット 

11月10日 新年の箸袋作り★ 

2022年1月12日 カード遊び 

2022年3月10日（予定）コラージュしよう 

場所は大阪市西区民センター、時間は10時～12時 

全水曜日、参加費1回500円(資料・茶菓代) 

★マークはプラス材料費200円です 

お問合せ・申し込みは事務所までお願いします。 


