
2003年 10月 NO.9

5年 目のスターシップキッズは、次のステップのすすむ変化の年だと決めていた。

1999年 にスター トした時は、 25人のスタッフではじめた事が 5年目には45人に

成長 している。

はじめは子供達にどんな 1週間をプレゼン トするのか ?は じめての子供達 と1週間過ごす

とい うことはどんなことなのかさえ、つかめていなかったけれど私達がやろうとしている

方向性が,笑顔に満ちた方法だとい うことは解つていた。

子供達の笑顔、スタッフの笑顔、両親の笑顔、、、、。

このキッズは私達の思いや考えのままに、子供達を引つ張つてゆくのじゃない,子供達が

自分で考え、自分で気づき、自分ですすむんだというや り方を、手に入れてゆく。

そして人間として、他人ときちんと関わつて交渉したり,相手側を思いやつたり、人を心か

ら愛しいと思つたり,感謝をしたり、涙が出るほどの『心』のあふれをいつぱい手に入れて

ほしいと ! それが子供達のキッズー

私達は、舞台をつくつて,子供達が最高に輝やく瞬間演出を手伝う。主役はいつも子供達

「プログラムがないのはなぜ ?J

プログラムやスケジュールの中で、ず―つと私達は生きてきてプログラムが決められると

今なにかを楽しもうとしても「次Jは、○○といつて、心が次の準備にはいつてしまう―

だから「今」を最大に感 じるため今から次を生み出すため、キッズには1プログラムはな

いのです。

「なぜ,知つている人と同じクールで参加はダメなの?」

友達と参加するとその人とくつついてしまうことが多くキッズは、 13名 のはじめての子

供達や知らない大人と暮らしてゆくこの緊張感が必要なのです。

この緊張感こそが危機管理や、ひらめき、変化をもたらします。

「なぜ親が別のクールで 1泊手伝うの ?」

子供は親と一緒にいるときと親と離れている時とは、心構えが違います。親と離れ見知ら

ぬところにいると緊張感もあるけれど過去 (今 までの自分らしさ)から逃れて素直にどん

どん変化してゆけます。その変化した子供と、どうやつて付き合えばよいかを、垣間見て

親も気づくために一泊での体験をしてほしいのです。



そして、自分の子にしてもらうた事を、他人の子供達にしてあげてほしいのです。

みんな、もらうだけでなく、あげる事もとても大切だと考えています。

こんな風にひとつひとつの決まり事でさえ、深い意味があって決めていったことなのです。

毎年のキッズの夏、透き通つた空気や光を思い出します。

でも、そんな中でやはり今年の色、更に各クールの鮮やかな色とドラマが、個性豊かに思

い出します !

「がんばる事」「チャレンジ」はとてもワクフク楽しいことってわかった子や、大人は違う

生き物―みたいに思つてた子が、大人は自分達の延長線なんだ、仲間なんだって認めたり、

本当にキッズってすごぃょねえ !!

9月 になって学校がはじまり、キッズでやわらかくなった心は新しい歩みをはじめてい

ますか ?

正義心が強い子は、周りとぶつかるかもしれないね。

全てがキッズのようなやさしさや善意に満ちてないのもわかっている―だから、また、傷

ついたりころんだりして、、、、でも,大きくなって、4年後に戻つておいで !

又一緒に体験し、愛して,愛 されて、うるおつてオーバーホールしよう !

次はもつともつと、心も体もしみ込みやすくなっている。

だって、キッズの卒業生っていうプライ ドがあるからネ。NEXTの 子供達と過ごして―

それがわかったょ !

次のキッズヘのチャレンジを,私達も一年かけて倉Jっ ていきます。

あのステキな山道が、7mの舗装道路になるという。それは国の補助金を貰うための企画

で、不必要な陳情です。

子供達が大きくなる頃、こんな不条理や欺購に満ちた政治はなくなって欲しいと願い
2003年 度も次へ、チャレンジです。 感謝

スターシップキッズ代表  寒川典子

インフォメーション

☆2004年 4月 1日  (本)サマースクール申し込み受け付け開始

☆2004年 4月 1日 (本)同窓会バーベキュー 2003年 度卒業生 11時から

☆2004年 4月 29日 (本)見学会を兼ねた一般参加のバーベキュー

参加費 1000円   11時 から

☆キッズのビデオと、cDを発売中

ご希望の方は事務局までh06-63
大阪 1月 |マ

東京 2月 13

奈良 2月 11

200円   CD700円
981FAX06-6380-7306

吹田勤労者会館 10:30～

アムウェイ本社 10:30～

沖まで (■ 0745-76-9318)

ビデオ 1

80-6

日 由

日 (金)

日 (水 )

☆キッズ説明会



第一クール

環境も何もかも違 うところから集まつた 14名 の子供達。ここに来た意味とかを

再確認 した時,素直に変化していく子供達を見て、心の中から素直な気持で話すことが

大事ということを学びました。

石川利子

第ニタール

1週間限りの大家族。思い出す と目頭が熱くなります。ちょうど、NEXTと 時を同じ

くしたもので,次はNEXTで 参加するんだ !と 、ここに参加することを躊躇したとは思え

ないほど期待を胸に幕を開じました。またね。

吉岡とも子

第ニクール

明日香ちゃんが子供達に、夢を持つことの大切さを話してくれたこと。

ミニ〒ンサートで13人の子供達の夢がたくさん見つかりました。
今度、会えたときには、いくつの夢が叶っているかな?

『夢リスト』は、自分にとっての宝物。 大切にね !

沖育子

第四クール

自然がいっぱいのキッズでの 1週間。本当にいろんな体験をしたよね。

最後の夜、パーテイで “once again dreams""の 替え歌でスタッフに、プレゼントに歌つて

くれた時はすごく感動 しました。たくさんの気づきや、感動をもらつていっぱい学びまし

た。又大きく成長 してNEXTで 会おうね。いつも応援してるよ !あ りがとう !:

高橋由紀

第五クール   `

とつてもパワフルな 12人の子供達との 1週間。

四億分の 1等賞で産まれてきたことや、自分の可能性を知 り諦めないで失敗 しても、チャ

レンジすること、絶対できると、 ドッチボールや水かけつこ、水鉄砲、お別れパーテイで

“once again dreams""を 歌つた時、暗い夜空が開いて奇蹟のように星が輝いたれ

もつと、もつと、自分を好きになり、自分を信じて思い描いた人生を歩んでね。

小林里美

NEXT lク ーノン

2003年 夏、スターシップキッズ第一期生達との 5年 目の再開が、キッズNEXTと し

て実現しました。「自分の夢に向かつて社会に出た時自分の力で生きていこう」

というテーマで10人の子供達との1週間は、スタツフも含めて全てがチャレンジだつた

と思います。アクシデントやトラブルの中、一日一日を大切に真剣に自分と他人と向き合

い、そして楽しめたと思ぃます。  NEXT 2ク ール

夢を見つけたキッズから、夢をはぐくむ NEXTを意識

日毎に目が変わりました。

思いや り、やさしさ、本当の強さを身につけたね。

最高の 1週間に感謝 !!

田川純子

福井和美



これは子供達だけでなく神様が私にくれた最高の夏休み

(大人になって夏が嫌いになりかけていた)

と、いつてもスタッフとして家でもこんなに動いた事は

ないなと思うくらい120%の力をみんなで出し合って、

1週間をかけて、子供達とファミリーになっていく。

夏が終わるとすぐに,次はどんな子供達に出会えるかな ?

と来年の夏休みを楽しみに待ってしまう私です。

桑山三智子

三回のサブメンバーでのお手伝いを経てやっと、

念願のスタッフとして参加できた2003年 の夏。

12名 の子供達と共に過ごした 1週間は、想像を

絶する素晴らしい毎日でした:生きることの基本を

子供達と共に学びチャレンジできるこのスターシップ

キッズはまさしく、``世界にひとつだけの最高の学校 “

工藤久興

キッズの子供達の顔・顔・顔。

どの顔も輝いていました。私自身初めてのキッズスタッフ

になる責任の重さと、その時間を子供達と共有できる

喜びで胸が熱く、ドキドキの1週間でした。

みんな !!最高の夏をありがとう!!

石原和美

キッズには人間がもつ純粋で素敵な心を

だせる空間があります。本のぬくもり

自然がいっぱぃの中で子供達が 1週間過ごし

夢が叶うこと、 1等賞で産まれてきたこと

自分を大切にすることを学び、実感できる

場所です。大人になっても正直に生き、夢が

叶うことを子供達に見せ続けます。

森明子

``幸せな時間をありがとぅ ``

``ま た夢に向か う意味を提供してくれて
ありがとぅ ``と ぃぅ感謝の気持でいっぱぃ
です。本当の心の「豊かさJを知 り、
心の底から返したぃ、だから勇気を出して
頑張りたいと思いました。

敷村支麻

素敵な 1週間に参加させて頂いて、子供達が

色々な ドラマを繰 り広げ変化し、家族のように

仲良くなっていき「願いは叶う」と、自分の

可能性を信 じてチャレンジしていく姿に感動

しました。学ぶことがいっぱいです。

とつても楽しかったです。本当にありがとう

ございました。

渡辺律子

サブメンバーからスタッフとして初参加。
毎日が真剣勝負です !毎 日の ドラマの中
子供達が変化 していく姿を見て感動の連続
でした.た くさん書いた夢きっと叶 うよね !

素敵な夏をありがとう !

キツズバンザーィ !

大柳三千世

キツズでの 1週間は最高にすてきで、すごさを
実感 しました。私がどう役に立てるのか精一杯考え
学ぱせてもらうことがぃっぱぃぁり、子育てに活かし
自分の夢にむかって皆に結果を見せられる人になるんノ
思いま した。

滝メ|1真由美

/て、色んな事に挑戦した子供達
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こ

子供たちの感想より～      `
第 1ク ール  4年 石戸佑美

キッズは、とつても楽しい 1週間でした。

バーベキュー、肝だめし、プール,絵葉書作り、、

いろんな事をしました。

寒J:|さ んのオニプンカーは、とても気持ちよかつたです。

4年後のネクストがとつても楽しみです。

スタッフの皆さん、ありがとうございました。

`
ご移

尋

憲
ノ l ｀

二

―ル  高2 佃真吾

ことは楽しい !

で終わらないのがキッズで、

時に夢について考える機会をくれて レ

法も教えてくれる。

1叶 うようにすごい考えている

ズは縮 の場所でした !

第4タール  3年 家正葉月

はじめ友達ができるかな?と 思つていました。

できたのが一番うれしいです。プール楽しかった。

ごはんもおいしかった。寒メ||さ んの車に乗つた。

ふじいさんのバイクものった。あすかちゃんの

コンサー トもしたよ。すごくよかったよ。

キッズすごく楽しかつた 1週間 !!

初めはつまらなかつた、親に言われて

行かされているモノなんてゼッタイ

楽しくなんてならない。オレは最初

そ―ゅ―考えだつたけど一日一日を

あそこでみんなといつしよに過ごしてみて

一生で一度の体験をしたと思います。

第 3ク ール  3年 堀川真美

私は、スターシップキッズを楽しみにして

いました。キッズに参加 していろいろな人と

出会つてたくさんの思い出を作りました。

明日香ちゃんに会って夢は,絶対に叶うことを

知り夢リストを教えてくれました。

今の夢リストは46こ あり,かなったのは

7テです。本当に嬉しかったで九
   第 5ク ∵ル  中2亘 司郎


