
　くにたち夢ファーム Jikka は、人口８万にも満たない小

さなまちで起こした事業です。資金も人手もそんなにあ

るわけでなく、ささやかでも色々な意味で生活困窮にあ

る女性の力になりたいと始めました。５年目になります。

　最近、さすがネット社会。自分でネットを使い必死で

探してJikkaを見つけ頼ってくる女性たちが多くなってき

ました。しかし、話を聴くと今までに何度となく居住地

の自治体や民間の女性団体等に相談したり、公的シェル

ターを利用したりしてきた人たちであり、全く相談した

ことのない人はいませんでした。これはいったい何を示

しているのでしょうか？

　ＤＶ被害者の場合は公的シェルターは自由がなく窮屈、

携帯も使えずいろんなつながりが切れてしまうのも不安

だから入りたくないという人もいます。また、入りたく

ても何度も夫の下に戻ったことがあるからもう受け入れ

られないと断られる場合もあるようです。またＤＶ被害

当事者なら相談の対象だが、18歳以上の女性で、毒親か

らのモラハラや、慢性疾患や精神しょうがいがあり家族

から見放され家にいられないけど住むところがない、家

族から虐待がある等々については、女性相談に行っても

「ここでは何もできることはありません」「まずは働い

て自立するお金をためなさい」とお説教されて帰される

等、何とかしたいけどどうしてよいかわからないから相

談に行ってるのに、どこも誰も助けてくれないという女

性たちがJikkaを目指してやってきます。

　私たちは選びません。選ばれることはあっても選ぶこ

とはすまいと思って始めたので、とにかく相談を受けた

らお話を聴いて何ができるかを一緒に考えます。そして

一緒に行動します。その結果全国各地から訪れていらっ

しゃいます。女性を自認する人なら誰であっても、どん

な困りごとであっても、どこからでも、受け入れること

のできる女性支援の場と人が必要です。

　全国にJikkaと同じような活動をしているところはある

のでしょうが、おそらく安全安心のために情報が開かれ

ていないのではないかと思います。（ここでは述べませ

んが、安全安心の鍵はすべてを秘密にすることだとは私

は思っていません。クローズとオープンの両方が女性支

援には必要だと思います。）こんな小さなまちの小さな

ＮＰＯに遠くから来なくても、公的にも民間的にも、今い

るところで解決できるしくみが早くできるように願うば

かりです。

　今は制度がないからできないではなく、できないこと

ができるようになるにはどうすればいいかを考えて学ぶ

チャンスととらえ、そこから自分たちの活動を検証し何

が必要かを考えていったり、行政に政策提案していくこ

とが大切なのだと思います。カテゴリーのない困窮女性

たちに支援の手を官民協働で差し伸べたいものです。

Jikka 代表　遠藤良子
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　2019年度より会計を担当します。

　私と「くにたち夢ファーム」の出会いは昨年の暮

れのYahooネットニュースの記事でした。「孤独か

らＤＶ夫の元へ戻る妻…」たまたま目に触れたこの

記事を読んで「『ケア付きステップハウス？』こん

な活動をしているところがあるのか！」と思い、直

ぐに遠藤さんに連絡をとりました。

　今の私は心身ともに自由で自分の考え通りの言動

と行動がとれていますが、私自身も近しい過去にモ

ラハラＤＶ夫の元から脱出した経験があります。

　私の場合はたまたま妹がその状況を目の当たりに

して、その場で夫に「こんなひどい事はやめてくだ

さい」と言ってくれたので「毎日の私のこの状況は

異常なことなんだ」と気付く事が出来ました。

　持てるだけの荷物を持って夫の元から脱出はした

のですが、その後も粘着質な夫にしつこく追われ、

優しい言葉でメールや電話でゆさぶりをかけられた

り逆に嫌がらせを受けたりしました。最後には金銭

的脅迫も受けました。調停を経て離婚が成立したの

ですが、その時も裁判所のエレベーターの前で待ち

伏せされたり、調停の待合室まで乗り込まれたりも

しました。

　理解ある家族があっても大変なのに、理解者がい

ない状況でＤＶから脱出するのはとても困難な事だ

と理解しているつもりです。

　そんな経験があって私にも「くにたち夢ファーム」

で何かお手伝いできる事があれば？ とお伝えしたと

ころ「専任の会計がいない」と聞き、とにかくそれ

をお手伝いする事となりました。

　「粘り強い支援」現場のスタッフの方々の多岐に

渡る仕事量の多さに日々驚かされます。私は裏方で

はありますが、お手伝いできることを幸いに思いま

す。　　　　　　　　　　　　　　　　　  （Ｎ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くにたち夢ファームJikkaでは、私たちの活動を支えてくださる会員をいつでも求めていま

す。年会費は正会員3,000円、賛助会員10,000円です。支援する側が資金繰りに苦しんでいては良いサポートになりませ

ん。ボランティア頼りの自転車操業から少しゆとりを持った支援へ…。ご協力ぜひともよろしくお願い致します。

　既会員の方、ありがとうございます。住所等、連絡先が変更になった場合はお早めに、Jikkaにお知らせください。

カンパ大歓迎！会費もこちらへ → 郵便振替口座：00110-1-730345 特定非営利活動法人 くにたち夢ファーム
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　今年も「子ども朝ごはん 夏休み」が

無事終わりました。暑い暑い毎日でした。

　今年は、福島県在住のお二人の方から、お米をたくさんいただきました。とても助かりました。

　畑をやっているスタッフが、「じゃがいもはまかせて」となくなると又持ってきてくれました。

ご近所の方や常連さんからも、野菜やいただき物のお裾分けや、旅行のお土産など、いただきました。　

ありがとうございました。　冬休みは、年越し蕎麦やお餅つきもします。　また、寄ってくださいね。

みなさんカンパをありがとう！！
*

* *

**

● いま一番ヤバいDV男の特徴は「外面だけは好印象」

――強烈なモラハラと「暴力的行動」で、女性に恐怖を植え付け支配する

www.dailyshincho.jp/article/2019/10241100

● 【超・実践的DV脱出マニュアル】

今これを読んでいるDV被害者の皆さん、あなたは間違っていない、逃げていい！

www.dailyshincho.jp/article/2019/10251102

Jikka 代表、遠藤良子がネット配信のデイリー新潮
の取材を受けました。ぜひお読みください。
タイトルはなかなか過激な週刊誌調ですが、中味は
当事者への応援歌です！

広　域　連　携



　今年で 4 年目となる夏休み子ども朝ごはんは、のべ

利用者数 471 人。これにボランティアを加えると参加

者 610 人の大きな活動でした。常連さんも増え、この

活動が地域に根付いてきているのを感じます。

　子どもの居場所企画としての「子どもの縁側」では、

昨年のクラフト教室に加え、国立で 25 年も活動を続

けているやまびこ文庫の世話人の方々の協力を得て、

８月１日に夏のお話会を催しました。

　お話会は、第一部として前半は幼児向けで絵本、手

遊び、素話を楽しみ、間にプラ板作りの時間を入れ、

第二部は小学生以上のプログラムでした。季節の草花

や貝殻、絵本を並べて、Jikka フロアーを季節感溢れ

る集いの場に作り替えました。

　参加の子どもたちを待つ間、リコーダーによる沖縄

の曲「涙そうそう」の演奏、そして民意を無視して基

地建設が押し進められている辺野古がいかに貴重で豊

かな海であるかを伝える

写真絵本『わすれたく

ない  海のこと』中村

卓哉／著を紹介しま

した。朝ごはんで

顔なじみの子ども

たちに加え、市の

ネット情報でお話

会を知り、暑さの中

Jikka を一生懸命に探

してこられた親子連れが

二組ありました。

子どもの縁側─夏休みお話会＋クラフト教室

　ボタン付けやほつれ・破れの補修、パンツの裾上げ

などをお願いされることが多いです。子どもさんの入

学準備のための手提げバッグやぞうきん縫い、保育園

のための布団カバーの製作など、スタッフが請け負う

事もあるし、お手伝いしながらご自身で作られる場合

もあります。

　今年の春ごろから、洋服づくりにチャレンジする方

が二人通ってこられました。手持ちの着心地のいいワ

ンピースを、お気に入りの布で縫いたいというご希望、

型紙作りや生地の裁断、ミシンの使い方、細かい縫い

方のポイントなどをアドバイスしながら、製作のお手

伝いをしました。出来上がったワンピースはサイズも

ぴったりで、大満足して頂きました。簡単ソーイング

の本から縫いたいブラウスを見つ

けて、年代物の和服の生地で本を

見ながらこつこつと丁寧に仕上げ

たブラウスは、大切に着たい逸品

になりました。製作ポイントを一

緒に考えながら、地道に作り上げ

ていく時間がゆったりと流れ、と

ても豊かな体験を共有していま

す。　　　　　　　   　　（Ｈ）

手しごとの日─様々な方がお見えになります

　　　想像していたよりも大変でした。 夏の暑い日

　　に野菜の収穫をした経験に似て、 当日はお天

　　気が良く、 汗や蚊との戦いでした。

　　東京とは思えないほどの大自然の中で、 皆ん

　なで軽トラに乗ったり、 お弁当を食べたこともと

ても楽しかったです。 片道、 2時間近く運転して下

さったＥさん、Ｉさん、Ｒさんにも感謝しています。

良い思い出になりました！　　　　　　　　　　 （Ｍ）

　　　　先日のブルーベリー摘み、 とっても楽しかったです！

　　　　　トラックの荷台に乗るオプションや、 農園の方も気

　　　　　　さくで良かったです。 子供を追いかけ回してばか

　　　　　　　りでほとんどお話聞けませんでしたが (^^;

　　　　　　　　毎年恒例のイベントになるといいなぁ。 （Ｙ）　

Jikkaの活動あれこれ

　自然の中で子ども達も初めてのブルーベリー

摘み、上手に出来ました。 同じ東京とは思えな

い山の中で、 食べて美味しく摘んで楽しく、 貴

重な経験でした。 虫に刺されましたが、 そんな

ことは吹き飛ぶ位に満喫しました。

　帰ってからはヨーグルトであえて、 美味しく頂き

ました。 余ったブルーベリーは無駄なくジャムへ…

　自然にふれあえる機会の企画、 とても嬉しかった

です (*^^*)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Ｕ）

　６月 22 日（土）、第６回会合では、今後の活動の方

向性を検討するため、３月に市議会議員候補者に対し

て行なったアンケート調査の質問３「国立市女性と男

性及び多様な性の平等参画を推進する条例を活かして

いくにはどのような施策をお考えですか？」に対する

回答を皆で検討しました。

　理念的な回答が並ぶなか、唯一具体性のあるものは、

パートナーシップ制度の導入に関する記述でした。そ

こで、第７回はパートナーシップ制度について具体案

を出した市議会議員、また関心のある議員にも参加し

て頂き、そもそもパートナーシップ制度は役に立つの

かといった根本の議論や、国立市で具体的にパートナー

シップ制度をつくるとしたら、どのような制度にすれ

ばいいのかなどを話し合います。

　実現に向けて課題になる事も色々あります。例えば

事実婚の異性愛カップルも対象にするのか、国立市に

は救急病院が無いので、立川や府中の病院に制度を受

け入れてもらうことを考えなければならないのではな

いか、宣誓制度も組み込むのか、単なる届け出制度で

いいのか等議論しなければならない点が多くあります。

　第 7 回は 10 月 26 日で、皆さんがこれを読んでいる

時点では終了しています。次回ご報告します。　（Ｒ）

条例を活かす市民の会 活動中！

　参加した子どもたち（０歳～中学１年の７名 )、母親

たち、文庫関係者、Jikka 入居者＆スタッフと、初対

面の人がほとんどでしたが、和気あいあいと同じ絵本

や手遊びを共に味わい楽しんだ素敵な時間でした。そ

れは Jikka 朝ごはんに集まる様々に異なる人たちが、

同じ食事を共に味わい楽しんでいる姿と重なるもので

した。活動を通し、外部の人たちがごく自然と Jikka

を訪れ、そこに生まれる社会的交流の中に、入居者の

方々も違和感なく融け込んでいる姿をみて、それは、

社会の中での DV 被害者の回復と自立を目指す Jikka

らしい光景に感じられました。

　もう一つ驚いたことは、０歳から 13 歳までの子ど

もたちが一部と二部を通し、１時間以上にも及ぶお話

会をしっかりと楽しんでいたことです。そして最後は

朝ごはんのスタッフによる心尽くしのフルーツ寒天を

みんなで 頂き、自分の作ったプラ板そして貝殻をお土

産に、子どもたちも母親たちも幸せそうな笑顔で

Jikka を後にされました。

　今回、国立市を中心に同じく草の根の市民活動を続

けている文庫関係者の方々と一緒に活動できたことは、

地域での繋がりの上で、今後に続くひとつの新たな成

果にも思えます。　　　　　　　　　　　  　（M.S）

ブルーベリー摘みに
行きました


