鷲番 彗

世界 中の子供たちに何か支援しようとアムウェイコーポレーションは活動をおこしています。
飢えや生活に甕つている子供たちには物資や支援金を、貧困で学校へ行かれない子供た
ちに:ま 奨学金を。 そ して、日本 の子供たちには何をすればいいのか ! 費用も環境も整
つているのに学校 へ行かない登校拒否 の子供達、大きくなるとそのまま『ひきこもり』
。 その
うちお母さんが専業 主婦でず つと手をかけて育てた子が800/0を 占めるそうです。この数字
はいつたい何を意味す るのでしょうか ?「 今 の子供は切れやすいから」と:ま れも伸にさわる
ようにする?現 れてきた様 々な問題 ￨ま 今始まったことじゃなく、機本はおばあちゃん勢時
代まで選るのじゃないですか ?「 そんな時代がスターンツプキッズを求め、誰かに 自羽 の
矢をたててEllら せた IJ

創 つておきながら、なぜか使命 のようなものを感じています。

スターシップキッズキ
ま誰 ひとり収益を求めることはなく、未来をつ くる子供達 へ 自分たちがこ
の大切な 日本に何か役 に立とうと、自分 の持てる最大をプレゼントする場所です。
「プレゼ
ントしなければならない」のではなく
「プレゼントをしたい』という仲間たちであり、その集結す
るところです↓

5年 目、いよいよ第 2キ ッズの「スターシップキッズ NEXT Jが スタートします : '

4年たつてギ2度 日のキッズヘ戻つてくる子供達 へ様 々な人達の最大のプレゼントを集 め、
また夏のきらめく光の中の一 通Fn3を つくりあげましょう。
彼らもまた、最大のプレゼントをもつて戻つてきてくれるはずです。4年 前を思い出す のでは
なく、また未来をつむぐために再び会うのです。
キッズで 4年 生の子が言いました。
「 夢はないよ静だって夢をみるとがんばらないといけないし、周りの人にい碗 なことないわ
れるから。馨 ポ潔りとこぼした涙 に私はいいました。
F大 文 夫だよ、夢をみても。私は夢をみて、夢をうかみながらここまできたけど、夢を見ない

で我慢して生きるよりず つとず つと幸せで楽しいよ !本 気で夢をみるといつかはすべび 味
方をしてくれるかられ :Jっ てやを
・。 そんな「ステキJを 伝 えたい : 私たちもまた、夏のき
らめく光の中、無鎮で夢 中なステキな 自分とステキな人達と議会おうと心が踊ります。

す べ ては 自分 のためから
・ い。

そしてすべては他人のため。
スター シップキッズ代表

寒川

スターシップキッズに行つて
私は昨年の夏、スターシップキッズに行きました。前回と前 々回は姉が行 つてたので今年が
自分 の番 だとは薄 々感 づいてはいましたけど、や っばりお母さんに行けと言われた時はき
た― !つ て感じで正 直な話、むつちゃ行きたくありませんでした (笑 )。 キッズに行き終わつ
た今は、そんな嫌 がつていた 自分を馬 つ鹿ぶ〜 !と か思つてしまいもしましたが、その時 の
自分は、よくキッズヘ 向かう車の中に乗り込んでくれたなとす つごく感謝 の気持ちに満ち満
ち溢れてしまいもします (笑 )。

モチロンそれには理 由があって、私はキッズで数え切れな

いす つごい沢 山の思い出を作ることが出来ました。こんな短 い文の中に押し込めることなん
て出来ないし、どれか一つ を
・。
・なんて思つて選 ぼうと思つても、どれもがす べて最高の思
い出だから選 ぶことが出来ませんでした。 とりあえずハチャメチャですごつて感 じです (笑 )。
あの時書いた 日記を読み返してみて、その 日その 日の出来事、思い出がまるで昨 日のこと
のように思い出されてドキドキtフ クフク胸が熱くなりました。 そしてあの 日一緒 に遊 んだ友
達、大人 、みんなの笑 つた顔、驚 いた顔 、色 々な表情 が頭 の 中に浮かんできました。 おい
しすぎるゴハ ンも、もちろん思い出しました。 こんな私も高 1の 夏に行 つたんですが、もつと
小さい頃 に来れたらもつともつと自分は変われたのかなぁ― とすごい悔 しがつてみたりもしま
す (笑 )。

書ききれないです が、もうとにかくキッズは最高です :一 度行くと魔法 にかかつて

しまいます (笑 )。

また行きたいじょう― !!
高 1吉 岡 彩

お 知 らせ
サプメンパ ーの
時期です.同 封の振込用機てお振込下さい.
以降に登録された方は2003年 有鶴とします.)
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1鋼 D年 スターシップキッズは、始まりました。

小学〒年生から高校二年生までの年齢幾のある初対面の子供違が 電3名 、そ
れに実行委員のスタッフと毎日入れ替わるサプメンバーが鶴 ……… このメ
ンバーが夏の一週間を瑞穂町にあるログハウスで体験生活をする。
簡単I=言 うと、それだけなのですが様々な人間と大自織がつ くり出すハプニ
ングや ドラマ、そ して気づきや感動、うれ しかったり書 しかつたり、凝縮 し
た肉審をプラスに導けるスタッフが、体当たりでコミュニケーションをとつ
ていく、この一隣―瞬がかけがいのない時間をつ くり出 してゆきます。・
もも
ろん多加 した子供違は優外なく「また来たい :Jと 言 つてくれます。 ところ
がこのキッズは毎年同じ子供達とだけ思い出づ くりを しているのではなく、
私違スタッフは一人でも多くの子供違にチャンスの提供をしたいので、続け
て来ることは出来ない、というルールをつ くりま した。でも、二度 と来れな
いというのでは希望や日標がなくなつて しまいます。そこで「 4年 後にまた
参加 しても良いJと 決めたのです。
いよいよその約束の 5年 目がやつてきます。
スターシップキッズ・ NEXTの 構想です :
スターシップキッズ・NEXTに 参加する伸間違は、スターシップキッズを体験
してその後 4年 間がんばつて成長 し、このキッズにもどつてくるのです。
もどつて来た彼らに私達が何 を してあげられるのか :
① 自然を学び体験する。
0も つともつと近い日線で一緒に生活全般を学んでゆけること。(自 炊も出
来れ:書
③ 何かの能力のある大人たちと出会わせてあIず ること。(成 功者違から学ぶ)
0彼 らが社会に向けて何が出来るかを探せるように。
Oも つともつと本音で語り合うこと.
色々なヴィジョンが私の中で生まれ始めています
「…等賞で生まれたあなたはどう生きますか?J「 もつともつと幸せIこ なるた
めには?』
スターシップキッズ・NEXTは 大きくなつた子供違が世界に飛び立つために
勇気や自信を持 つてもらえる場所になれば一―……と思います。
今、ワクワク飛び立つことを忘れている子供達に手をさしのべること:ま と
ても幸せなことです。ただ この活動は全ての人が「自分に何が出来るか』と考
えて多加 していただきたいと思います。
そ して、このような動きが社会の中で次々と生まれIま じめることを願 つてい
ます。私違六人も子供とともに成長することをコミットし活動を続けていき
ます.
寒川典子

