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ＣＡＰキャラバン 2021 報告
まんが「こどもみらいポスト」
Member エッセイ
ＣＡＰキャラバン 202２のお知らせ

Assault（暴力）

Prevention（防止）

ＣＡＰはすべての子どもたちに 自分の大切さを教え
内にある自信を育てる事を目的とした人権教育のプログラムです.
子どもがいじめや虐待、誘拐、痴漢などの暴力から、自分自身の身を守るための
具体的な防止方法を子どもに伝え、一緒に考えるプログラムです。
1978 年
1985 年
1997 年

オハイオ州コロンバスのレイプ救援センターによって作成されたプログラム
米国のＣＡＰトレーナー森田ゆりさんにより日本に紹介される
ＣＡＰプロジェクトやお 発足
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202１年度 八尾市内 活動報告
（小学校３年生子どもワークショップ）

（教職員研修）
月
5
10

日

名 称

7
22

月

人数

教職員新任研修
あい桂こども園教職員研修
合 計

43
10
53

（保護者・地域向け 大人ワークショップ）

月
7
10
12
2022
2
3
2
3

日

6

名 称
3
2
4

18・21
2
28
10・17

5

人数
3
1
5

CAP 公開大人
CAP 公開大人
CAP 公開大人
子育て広場「しゃぼん」
保護者

22

子育てひろば「からりん」
保護者

21

合 計

52

（認定こども園）
月
11

日
1・2

名 称

人数

あい桂こども園

合 計

28

28

２０２１年度 活動総数
☘ 子どもワークショップ参加者合計
2233

7
9
10

11

人

日
13.・14
18
19
24
27
1・9
2
3
4
8・15
10
11
14
17・24
18
22
16・23
25
28
29
13・14
13
8
13
21
25
11
15・22

☘ 大人ワークショップ参加者合計

学 校 名
久宝寺小学校
桂小学校
竹渕小学校
山本小学校
長池小学校
亀井小学校
曙川東小学校
高美南小学校
高安小学校
八尾小学校
曙川小学校
東山本小学校
北山本小学校
南高安小学校
南山本小学校
龍華小学校
志紀小学校
上之島小学校
安中小学校
大正北小学校
大正小学校
刑部小学校
高美小学校
美園小学校
西山本小学校
永畑小学校
用和小学校
高安西小学校

合 計

人数
3
1
1
3
2
4
2
2
2
3
2
2
1
4
3
3
4
2
2
2
3
3
2
2
2
2
3
3

109
17
34
89
74
128
43
43
45
109
56
53
15
128
94
102
110
73
62
80
105
100
57
65
44
60
88
101

2084

212 人
2020 年度は新型コロナウイルス感染拡大に伴い、多くのワークショップが中止となってしまいましたが、2021
年度は、学校・地域・関係者の皆さんにご協力いただき、開催することが出来ました。本当にありがとうございます。
しかし中には、中止や延期になってしまった施設もあり、出会えなかった人たちの事を考えるととても残念です。
ワークショップを実施していると、現場の先生や職員さんの日々対応されている様子がすごく分かりました。子ど
もたちを守ってくださっていることに感謝すると共に、心身をご自愛してもらいたいと心から願うばかりです。
子どもたちは、ｗｉｔｈコロナ２年目になり、我慢の生活に適応している子も多いと感じました。ですが、その「慣れ」
に適応できない子もまた多くいます。私たち大人が子どもたちの「慣れ」に甘えることなく、個々の違いを一緒に認
識し、本来の子どもたちの持っている力を奪っていないかを常に考えていかなければいけないと感じました。大人も
子どもも、自分も相手も大事に出来る関係を築いていくために、これからも「安心・自信・自由」のキーワードを届け
続けたいと思います。
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202１年度 八尾市外 活動報告
（教職員・保護者・地域向け 大人ワークショップ）
市
東大阪市
富田林市
東大阪市

月

日

11
12
2022
1

名 称
12
4
1

人数

ガーデンロイ施設職員研修
宇宙保育園保護者ワークショップ

6
90

生駒学園施設職員研修

11

合 計

107

（子どもワークショップ）
市

月

日

大阪市
東大阪市

7
12
2022
1
2
1

26
27・28・29

こどもの里
ガーデンロイ

3～6
年長～3

7
8

19・20
3
14

生駒学園

1～3

7

国分小学校

1

99

合 計

121

柏原市

名 称

学年

人数

２０２１年度の助成金事
業は終了しました。
助成頂いた 各団体を
はじめ、ご協力いただ
いた皆さまに、心より
感謝申し上げます。

～教職員・保護者・地域の大人ワークショップのアンケートより～
●子どもが沢山抱えている不安な気持ちに寄り
添っていきたいなと思いました。
●「つげぐち」と「相談」の違いというのは、きち
んと自分の中で区別がついてよかったです。
●自分では教育やしつけのつもりでしているこ
とも、子どもにとっては暴力となっているかもし
れないと思いました。日々の関わりの中で、も
う一度見直していきたいと思います。
●子ども役になってみて、発表する時や人を助
ける時の緊張感が分かった。

●子どもたちが、「安心する時」に挙げている多
くが、家族の名前だったのでおうちの方にもそ
れが伝わるといいなと思います。また、おうち
でもう一度確認してもえると、子どもたちの中
でも更にきちんと落ちて実行力につながると
思う。
●ＳＯＳを出せる場合もあれば、一人で抱えてい
る人もいるかもしれないと改めて感じました。
●自由の権利はあるけど、出来る事・していい事
の中から選ぶのだという事がなるほどと思い
ました。

●権利と守ることで、子どもが「自分らしく」生き
る。他者と認め合う基礎になると思う。
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2021 年度 こどもアンケートより
21
八尾市内の小学３年生を対象にした子どもワークショップ
では終了後にアンケート書いてもらっていますので、子ど
もたちの「声」をご紹介します。
相談相手の多くは「家族」、次いで「先生」「友だち」とな
っています。「その他」には「近所の人、知ってるおとな」と
いう意見もあり、子どもたちが身近な大人を相談相手と
考えています。しかし、誰にも相談しないと記入する子もい
ます。その理由として、「心配かけたくない」「こんなことぐ
らいで話しても…」と、話す事を躊躇している子も多いよう
でした。
子どもの頃から、失敗しても誰かに助けてもらったり、一緒
に考えてもらったり、誰かの寄り添ってもらう経験が、次に
誰かに寄り添える力になっていきます。そのためには、保
護者・学校・地域の連携し多くの大人の力が必要だと強
く感じました。

じしんの
でるときは？
あんしんなときは？
◆ねる時

◆ゆめの中

◆かぞくが元気でどっか行くとき
◆けんりとられない時
◆人にまもられたとき
◆お母ちゃんがおかえりと言ってく
れるとき
◆家の中でいつも通りの事をしてい
る時
◆お母さんがやさしくしてくれる時
◆場所ない
◆「きめていいよ」などのことばを言
われたとき
◆話がうまくつたわった時

◆さかだちでとまれたとき

じゆうなときは？

◆友だちができたとき
◆のぼりぼうがいちばんてっぺん

◆ユーチューブみてるとき
◆ゲームしてるとき

までのぼれたとき
◆ほめられたとき

◆だれもいないとき

◆「ありがとう」といわれたとき

◆おばあちゃんのいえ

◆自分が「がんばるぞ」
「がんばった

◆休みの日
◆1 人のとき

な」と思ったとき
◆なわとびが 20 回とべて、つぎも

◆しゅくだいおわったとき
◆好きなアイドルの歌をきくとき

がんばろうと思う時
◆友だちにあってぼう力され、いい
友だちにたすけてられた時

◆外のくうきをすっているとき
◆あそんでいるとき

◆できるぞと思ったとき

◆るすばんしてるとき

◆ない

◆サッカーしてるとき
◆ともだちとおるとき

◆1 人でおるとき
◆せまいところにおるとき
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◆つっこみたいところもあったけど、けんり
とられそうになったとき、どうするかわか
った。
◆もし友だちがこまっているとき、たすけて
あげたり、そうだんにのってあげたいで
す。
◆心と体をもまるときいてどうやって心と
体をまもるのかとびっくりしました。
◆いろんなお話があったけどわたしこわい
ですよ。でもこわくてもたいせつだな～て
思いました。
◆キャップはいいしごとをしている人だな
と思いました。キャップのおかげでたすか
った人もいると思います。
◆けんりのうたをきいてじしんをもてた
◆お母さんがしんぱいしょうなので帰った
ら話します。
◆ぼくは 1 年生の時にしらない人に話しかけ
られて学校の名前を言いそうになったこ
とをおぼえていてＣＡＰの人がおしえて
くれたことをまもりたいです。
◆わたしは今日、ＣＡＰのお話でなんでも
「いや」なことは「いや」と言っていいの
が分かりました。

ＣＡＰ

ｎｅｗｓ

◆こわい思いをしたら、だれかにそうだん、こ
わいひみつは守らなくていい。ということを
学びました。
◆トークタイムで話をしてスッキリしました。
◆みんなびょうどうじゃないところもあるけ
ど、心はびょうどうだなと思いました。安心・
自信・自由はみんなにある。
◆わたしはいやなことをいわれたことがあっ
たので、すごくいい気もちになりました。
◆手のとどかないくらいはなれたほうがいい
ということが分かりました。
◆今日、人間全いんにはみんな同じけんりがあ
る事をはじめて知りました。次はもっとくわ
しく知りたいです。
◆世の中には悪い人より良い人が多い。悪い人
も良い人もみんなけんりをもっている。もう
ずっとわすれないと思う。
◆あんまり気にしてなったけど、CAP のお話を
きいて、私も自分の権利、相手の権利をたい
せつにしようと思いました。
◆わたしは友だちとけんかしたときがありま
した。それでわたしはじしんをもっていえま
せんでした。友だちはじしんをもっていって
いましたが、わたしはいつもできなくて、こ
れからはじしんをもちたいと思いました。
◆そもそも「けんり」がわからない。そんなの
しらない

ｌｅｔｔｅｒ
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CAP やお主催

中村みどりさん講演会

「子どもアドボカシー ～子どもの声を聴くとは？～」
を参加して…

講演会では…
中村みどりさんをお招きし、社会的養護の子どもたちの現状を知り、子どもの権利条約
の４つの原則にもある「子どもにとって最善の利益」とは何かを考えました。
まだ社会の中では、「子どもの声を聴くのはワガママになるから…。子どもは嘘をつくから
…。」と言う大人が多いのも事実。社会の一員である子どもの声が、社会のしくみに活か
されていない、届いていない事を知り、参加者自身が何が出来るかを深く考えるきっかけ
となりました。子どもアドボカシーは、「子どもの声の代弁者」と捉える場合が多いが、難
しく捉えるのではなく、多くの大人が子どもの声を真摯に聴き、子どもに寄り添い、不安
や問題を一緒に考えようとすることこそ大切なんだと学びました。

子どもの権利条約

社会的養護の子どもたちの様子は、
知っているつもりだったけど、まだ

社会のしくみに子どもの声を…

まだ知らない自分がおった。

社会のしくみやシステムに子どもの声が反映され
八尾には社会的養護施設がないし、

ていないのが問題ではないか。「国の制度は、ど

里親さんも少ないから、知る機会も

こであっても使えるものでなければいけない」と、

少ないからね。

子ども支援に携わる人から聞いたことがある。国
の制度には限界があり、その制度は地方自治体

実際はいてるのに、
「オープンにする

によって違うのが現状だ。

と子どもの権利を奪いかねない」と

現在、保護者に変わって施設や里親さんと暮らし

いう視点もある。子どもを守るため

ている子どもたちは、全国に約 46,000 人もい

という行政側のやり方もあるから。

て、この数字にカウントされていない子どもも少な
くない。また、18 歳で退所（15 歳や２２歳の場合
もある）してからは多くの子どもは孤独感や孤立

大人が必死で動いて守ろうとして

感を感じながら生活し、社会的なサポートを受け

いるのは分かるけど、子どもにと
ったら、今何が起きているのか分

られずに困っている。それを「知らない」ことも大き

からないし、いきなり連れていか

な問題だ。中村さんは、全国の社会的養護の子ど

れて、これまでの生活から遮断さ

もたちの声をきく活動をされている。「自分にとっ

れて、一気に世界が変わるって本

ては家なのに大人にとっては職場」という声が印

当に不安やろうな…。それが必要

象的だった。子どもの心と命を守るために、『今、

な事なんやろうけど、そこに子ど

ここにいる子ども』をしっかり意識し、子どもにとっ

も自身が関われていないんだなっ

て最善の利益とは何か、子どもの声は入っている

て思った。

か、考える多くの大人が必要だと感じた。
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子どもアドボカシーとは…

子どもは嘘をつく、って勘違い
される話あったよね。

子どもに関わる立場で役割も変わってくるが、子
子どもは嘘をついてるんじゃな

どもの心と命を守るためには、どれも無くてはなら

くて、その時々に応じて考えてる

ない存在となる。

ことを話すし、相手との関係で変

■教師・福祉職員・心理士など

化していくんであって、嘘じゃな

■親・養育者・地域や近所の人など

い。ていうのが衝撃的だなと思っ

■友だち・同じ背景を持つ人など

た。「あの子はすぐ嘘をつくんで

■アドボケイト・オンブズパーソンなど

す」って言うのもよく聞くけど、

子どもは、それぞれの関係性の中で、感情や話せ

そう思ってしまっていると、その
子の声は届かなくなってしまう

る内容も変わる時がある。時には「ためし行為」を

んだなって。

する時もあるだろう。しかし、どんな状況にあって
も、その時に感じている気持ちに嘘はない。話す・
話さないも子ども自身が選んでいいことで、話し

子どもは「今」を感じてるけど、

てくれたことに対して、どうしたいか、出来る事や

大人は「これまで・これから」を

出来ない事も含めて一緒に考えたい。

考えてしまうからね。

ＣＡＰとして出来ること…

子どもの話を傾聴するのは大切。
でも、家族には難しい時がある…。

ＣＡＰのワークショップで様々な子どもたちに出会
う。その中で、嫌な事があっても「嫌」と言えない
子も多く、言えない自分や、周りに相談できない

関係性が近くなると、相手に対して

自分を責めてしまう子もいる。また、「どうせ言って

期待や「こうなんやろ」って仮定が

も無駄やん」と諦めている子もいる。

入ったり、自分の正当性を分かって

中村さんは「心のドアノブは、内側にしか付いてい

ほしいって気持ちが入ってしまうか

ないから、外からはノックしかできない。こじ開ける

ら。冷静にその子の気持ちは聴けな

と壊れてしまう。開けられるのは自分だけ」と話し

いよね。

てくれた。子どもに関わる大人は、『子どものた
め』と扉をこじ開けようとしてしまう時があるが、返

だからこそ、ＣＡＰは地域のおとな

って逆効果になる。子ども自身が自ら開けようと

として、フラットな目で見て、聴け
る役割を担っているよね。

思えるには、“自分は大切な存在なんだ、助けても
らっていいんだ”と思えることが必要で、その為に
は、自己肯定感を育む教育が大切だ。

第三者だから話せることもあるか

コロナ禍で子どもたちの現状は一層、厳しくなっ

ら、「話してくれてありがとう」

ている。大人が常にアンテナを張り、子どもの現

「あなたはどうしたい？」これを大

状をアップデートしていかないといけない。

切にしていきたい。

子どもにとって話しやすい人として、対等な関係と

話せる人や場所が増えるといいな。

して関わり続けていきたい。
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この事業は八尾市こども・若者の居場所づくり提案事業助成金を活用しています

2021 報告
ＣＡＰキャラバンは、子どもへの暴力のない安心な地域づくりを目
指して、八尾市内の各地で開催しています。子どもの年齢や発達に
応じた情報やスキルを知り、加害者にも被害者にもさせないために、
大人が出来ることを考えるワークショップです。
2021 年度は八尾市の子ども・若者の居場所づくり提案事業助成金
を活用し、大人ワークショップを実施しました。

日

程

会場

7 月 3 日(土) 14 時～15 時半

八尾市青少年センター

10 月 2 日(土) 14 時～15 時半

八尾市青少年センター

12 月 4 日(土) 14 時～15 時半

八尾市青少年センター

2022 年２月 5 日(土)14 時～15 時半

※中止

子どもの周りにある「暴力」とは何か？
コロナ禍の子どもたちの現状は？など、参加者と
一緒に考えていきました。
「権利」というと、難しいイメージがあるかもしれ
ませんが、食べたり、寝たり、トイレに行ったり…
『生きていくために必要なこと』です。
そして子どもにとって大切な「こどもの権利」があ
ります。子どもは大人に比べると、暴力にあいやす
く、世界中で今もなお、子どもの権利が奪われ続け
ています。日常の中で、子ども自身が自分を大切だ
と思えるよう、何が出来るかを考えました。

子どもが悩んでいたら、あなたならどうしますか？
テーマにそって考えたり、実際に子どもの悩みをグ
ループで考え、アイデアを出し合いました。
話してみると個人の悩みは共通の悩みであることが
多く、時間が足りないほど話は深まりました。
大人にとったら「そんな事くいらで…」と思うことも
あるかもしれません。ですが、まだ狭い世界の中で懸
命に生きている子どもにとっては、それはとても「重
要な事」になります。
あなたの気持ちはあなたもの。私の気持ちは私のも
の。互いにその気持ちを否定するのではなく、尊重し
あえる関係を作るために、
【傾聴】が大切だと感じま
した。
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～人権課題は自分ごと～
人権という言葉が重いとか難しいとか、当事
者じゃないから関係ないし、こんなことを言ったら
人権感覚がないと思われるんじゃないかと構え
て自分で作っていた壁。そのことに気づかせてく
れたのは、世人やお(世界人権宣言八尾市実行
委員会)のネットワークでした。さまざまな障が
い、部落、外国にルーツを持つ人々など知らなか
ったこと、見えていなかったことをたくさんの出会
いから学ばせてもらっています。
子どもの安心とは誰もが安心な社会ですね。
多様な人権課題は繋がっていて、全部自分ごと

でした。考えずにいられた「特権」について、自
分の「普通」や「当たり前」の感覚が揺らぐと
き、頭の中の知識を書き換えても、なかなか変
わらない考え方の癖や感覚に戸惑ってしまい
ます。「あなたのためを思って」とか「そんなつ
もりはなかった」とか大きなお世話や思い込
み。時に自信をなくして無力感に襲われても、
できることはきっとあると思うようになりました。
周りには「どうしたいの？ひとりで抱え込まなく
ていいよ」と言ってくれる仲間もいます。
子どもたちにメッセージを届けながら、思考
停止しがちなおとなにも学びが楽しいと思え
た自分の経験やネットワークを発信できたらと
思っています。
（いとうえいこ）

～寮 美千子さん「聴く・語ることの力」講演を聴いて～
作家・詩人の寮 美千子さんは、2007 年～
2016 年まで奈良少年刑務所で社会性涵養プ
ログラムの講師を務められた。文章を読む、演じ
る、詩を創るという授業を通して、少年たちが変
化、成長していった過程を楽しく、時には涙しな
がら語ってくださった。寮さんの授業に参加した
子たちは当初、おびえている子、態度の悪い子、
周囲に無関心な子、言葉が出ない子など刑務
所の中でもトラブルメーカーになってしまってい
た子たちだった。
まずは絵本のセリフを読むことから始められた
そうだ。誰かが勇気を出して、一生懸命絵本のセ
リフを読む。すると皆から拍手が起きた。驚いて
「拍手もらってうれしかった」「読めてうれしかっ
た」と笑顔になっていく。励ましたり促したり、そし
て大切なのは待つこと。そうやって進めるうちに
どんどん積極的になり、自分のことを詩に書いて
発表までできるようになっていく。お互いのことを
応援したり認めたりして受け入れ合っていくよう
になる。少年たちが成長していったお話を聴いて
いると、私もワクワクしたり感動して涙がこぼれた
りした。
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寮さんもおっしゃっていたが、人が育つのに
必要なことは安心して話せる場、人、時間なん
だと痛感した。少年たちが取り返しのつかない
ような犯罪の加害者になってしまう前にこの環
境を大人たちが作ってあげていたら…と考え
ずにいられなかった。凶悪といわれる犯罪を犯
した少年たちと向き合う授業は覚悟が必要だ
ったと思うけれど「奈良刑務所は歴史のある
大変美しい建物で、最初は中が見られるとい
うことにつられてお話をうかがいに行ったんで
すよ」と話されていたのがとても印象的だっ
た。刑務官でもなく教育者やカウンセラーでも
ない寮さんは、気構えずに一人の人間として
少年たちと向き合っていかれたんだな、だから
皆も心を開いていくことができたんだろうなと
感じた。私も地域のおばちゃんだ。［CAP]のプ
ログラムを通して、一人の人間として子どもた
ちに出会っていくこと、安心できる場を作り、子
どもたちの声を聴くことに意味があると再確認
できた。子どもたちを暴力の被害者にも加害
者にもしないために、自分にできることをあき
らめずやっていきたいと思う。
（めぐりん）
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～自由への希求～
数年前、子どもの権利にかかわるフォーラム
に出かけ、オープニングの中学生の吹奏楽演奏
をきいたことがあった。
一糸乱れぬ入場に、遅れて登壇した先生のタ
クトが振り下ろされると、音楽が一斉に始まり、
練習の成果がうかがえる立派な演奏だった。
問題は私の反応で、制服姿の中学生が姿勢よ
く行進する感じで登場したあたりから気持ちが
ざわざわして落ち着かなくなり、先生のタクトを
見て一斉に音楽が始まると痛々しいような気持
にすらなる。躰が違和感に耐えられない感じと
言えばいいのか。
ながく不登校の子どもにかかわってきて、学校
が合わない、学校が怖い、学校に行けないとい
う子どもの話を聴いているうちに、不登校の子ど

も仕様に変化したかもと、笑って友人に話したり
していた。
最近、あなたの人生で一番大事なものはと問
われて、とっさに「自由」と答えたことで気がつ
いたことがある。
私が子どもの話を聴く中で一番触発されたの
は、自由を求めるこころだったような気がする。
自由と言葉で表現しなくても、「私をほっとい
て」「いやなものはいや」「ただ、見守っていて」
という叫びが聞こえるような気がする。制服があ
わない子どもも、一斉が嫌な子、できない子ども
もいるというのは、自然でまっとうな世界だと思
う。
自分の中に深く潜んでいた「自由への希求」
が、子どもとのかかわりの中で本物になった、そ
う考えると本当にありがたい出会いをさせても
らったと感謝しかない。
（大谷眞砂子）

～信じるチカラ～
子どもの頃、行動することがなんでもゆっくり
で時間がかかり、急いですると失敗ばかりで注
意されたり叱られてばかり。なかなか自信を持
つことができなかった。親の顔色をいつも気にし
てたなぁ〜。だから自信を持つって、さっとうまく
できる人が思うこと、人と比べて評価されたり、
目に見えた結果が出る根拠があってのことだと
思っていた。いろいろな人やプログラムに出会っ
て自信って「人と比べなくていい」「根拠のない
ものでいい」って知った時は、ほんとに気持ちが
救われた気がした。自分はありのままでいてい
いと思えた。
ふだん人との関わりの中で、言葉に傷つく時が
ある。自分が自分でいられなくなり、自信が不安
に変わるのを感じる。心の揺れがとまらず、どう
したらいいんやろ〜と自分に問いかけ
なにか確かなものを求めてさまよう。自分を肯
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定してくれる人に話しを聴いてもらい、セルフケ
アで自分を癒し、自分にやさしくする。リセットし
て、はい、またスタート！って。
いまの社会の中では、自分はありのままでい
いって思えることってなかなか難しいことだなぁ
と思ってきた。コロナ禍でそのようなことがますま
す加速しているように思う。人が人に対して「そう
するべき」「そうあるべき」みたいなコントロール
がより感じられ、信じるチカラが弱まり 1 人ひと
りを尊重できない空気を感じることがあるなぁと
思う。自分の反省もふくめ、お互いを尊重できた
らいいのにと切に思う。でもきっと、お互いを尊
重したいけど、できない時って自分のことでせい
いっぱいになっているのかなぁと思う。
自分を大切にできたら、人に優しくなれる余
裕も生まれると思う。忙しいとときどき忘れるか
ら、おぼえといてや〜って自分に言いきかせなが
ら〜☆
（ひろひろ）
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子どもへの暴力のない安心な地域づ
くりを目指して、八尾市内の各地で
開催しています。

2022

子どもの年齢（発達）に応じた情報や
スキルを知り、加害者にも被害者に
もさせないために、地域や家庭で出
来る事を一緒に考えます。
状況によりオンライン開催の場合も
あります。

開

7/2(土)

どこかでイヤな思いしているかも…
なんて声かけしたらいいのかな？

に

13 時半～15 時

12/3(土)

13 時半～15 時

2/4(土)

CAP 子どもワークショップ

子どもたちは、ロールプレイや話し合いを
通じて《自分を守る力》を身につけていきます。

13 時半～15 時

★参加費（資料代）は 500 円です。
★対象は子どもに関わる全ての人。
★会場は決まり次第、HP や SNS で
お知らせします。
★保育もありますのではご相談くだ
さい。

子どもが自分で出来る事って？

★就学前プログラム ★小学生プログラム
★中高生プログラム

13 時半～15 時

10/1(土)

2023 年
知らない人に連れて
行かれないか心配…

催 日 時

CAP おとなワークショップ
（対象：地域の方、保護者、教職員）
子どもの権利を守るため、子どもを孤立
させないため、子どもを援助するために
何が出来るかを考えるプログラムです。

1997 年より活動を始めて、たくさんのワークショップを子どもたちやおとな
の方々に届けてまいりました。これからも少しでも多くの子どもたちに「安心」
「自信」
「自由」を伝え続けていけるよう、ご支援・ご協力お願い致します。

✿個人一口 1,000 円
✿団体一口 5,000 円

＜郵便局＞ [店名]四○八（ヨンゼロハチ）
[店番]408
[預金種目]普通預金
[口座番号]2917975

お問合せ・お申込み先
キ

ャ

ッ

プ

ＣＡＰプロジェクトやお事務局
電話/FAX：072-915-4936 又は 080-6107-6155（事務局専用）
メールアドレス： capyao1996@yahoo.co.jp
ホームページ： http://capyao.main.jp/
本誌の情報は 2022 年 3 月 20 日現在のものです。
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