
あの写真をながめると,一人ず人のことが,一っ一っの出来事が,鮮明に思
い出されて熱いものがこみあげてきますに」
スターシップ。キッズの子供達`=元薦iですか? 前に進めていますか?

うまく言っていますか ? 会ってみんなの話を聞きたいね l

悩んでいるなら'緒に考えょう。嬉 しい話 も間かせてほ l′ い 一―一 春の声が
聞こえたら,管キッズヘ集まろう !1 4月 1日 が皆tiこ 会ぇる日ですね。
スターシップ・キ ッズのサプメンパーも15o名 を超えました。これだけの人々
が私たちの夢や活動に賛同し,一緒に歩んでくれるって事は本当にすてきです。
21世紀を創る活動として,今年もまた,続けてメンパー登録と参加をお願

いします1           ～
私達の活動は,今 ,は じまったばかb・ 輩二一_続けてゆくことが,大きな力

となり,人々の心に働きかけて行けると私‐1よ 思しヽます。
2回 目の今年は,正念場です。

lTVや新間では,子供達や成長 していない親離れ していなしヽ若者たちの,余
りにも悲惨なニュースが畿っも流れました。
「親は子供が社会に出ていくための人間としての教育をする権利と義務がぁ

るJそ うです。どうやつて子供達を教育してゆけば良いのかPぜひご一緒に探
しまれょう.本来は,こ どもたちも幸せになって行くための大切なものを,両
手に持 っているのだと思しLま す .

「子供は本能で親 ξ三愛 されたぃと襲い,親 を愛 し争響 を喜ばせたいと思 pゝて
いる」としヽ うことも,私 にとっては,身の弓:き 締まる事実です。だか らこモ親
中都合で子供 をふ りまわさないでいてや らなきゃ i

だか らこそ ,子供がステキに自立 し,前 にむかえる環境 を創 っ
｀
でや らなきゃ

転んで も,鋼れても,絶人申せしLに しなしヽで,自分の人生 奪自分で創言■るよ
うまこ i

入を愛 し澤舘 じ舎 ■で景生きて行 く器が楽 しく心る や辱争

今年 鶴そんな 重攀奢o年の翼 を 鑽 警ます :

13名 XSク ール =尋 轟名め出会しL鍮 夏です。

少しずつの人数ですが,子供達は主義です。大切まこ出会って行きたいめで ,

狭き間かも知れませんが,ぜひ応募 して,チ ャンスをつかんでくださしkl l

そ して,大人たちも子供達から学ぶため十今年の夏もご参加ください。

2000年  20世 紀中 ラス トスパ,T卜 です。

や 攀残 さな しヽよ う .二・瞬識命錐 音ていきます _
寒 jl‡  典子



「冬のスターシップ 。́キッズ
。
を講ねて」

畑も山も,ま ぶ しいくらいの白い風景の中.,9号線を走って半年振りのキ ッ

ズに行ってきました。去年の夏,あ んなに何国も通った道なのに,キ ッズに近

づ く程に,_胸が ドキ ドキして,自 い本々の間のログハウスがちょこっと屋根を

見せたとき,懐かしさです杯にな りました。庭もテラスも雪で覆われ,運 リー

面銀 1仕 界の中で,ロ グハウスはどっしりとよリー層大きく見えました。

水道管は,中の水が凛っており気温は随分低 く体 lよ 寒いのに,心がふわっと温

か く感 じたのは,本の温もりのせいだけではなかったように思います。

99年夏,た くさんの子供連と大人たちが分かち合った多くの思い出や学び・

気づきが今もしっか りと心にあるか らだと思います. 2000年 夏。今年も

また多くの子供達と出会えることを楽 しみにしています。

田川 純子
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「 2000年  ヵゥン トダゥン _j

1999年 最後の夜7人間 11人 と大 E匹が 20oo年 カゥントダゥンをす
るため :こ

´
キッズ :こ 集まり,シ ャンバンを空ける青と共に 21oo年 ミレェァム

の幕が開きました。私はこの瞬間を今までとは違 った形で迎えたく,そ して一
番ふさわ lノ い場所でと思い今キ ッズにいます。
このキッズ :こ まま私が運んだ砂ゃ石が風呂のしたで眠ってぃます。そ して虫 争ハ
チを違いかけた り水遊びで思いっき藝ずぶ轟れになっている特に元気のよかっ
た子供達と一緒に過ごした夏の思い出がざフしりと詰まっているこのキ ッズは
私の特llIな 場所です。外では大阪と違った冷え込みの中で夏の残 りの花火が勢
いよく光っています。部屋の中は本の温もりなので しょう思ったょり暖か く何
とも言えないゆった りとした時間が流れていてほろ酔い気分で良いお正月を迎
えています。今年はここからのスター トです。私にとってきっと特FIIな 年 ,

2000年 ミレニアムになると確信 しています。



「子供達 と共に育つ」

“スターシップ 。キ ッズ"が まだ寒川 さんの心の中で卵だ った頃 ,う ちに

アムウェイがや ってきま した。子育てが うまくいかない私に自分育てをするこ

とだと,寒川 さんと丸山 さんが伝えて くれ ました。夢は実現 させ るものだと土
地 を買い,設計図ができ |・ ・私たちに見せ続けて くれた中で ,息子 と娘の頭
の中には「 ここに行 く」という確信が ,当 然のように出来上がっていたのです。

さて,1999年 の5月 の棟上げ式には,家族全員で参加することができま
した。はるばる 6 0 0km。 初めて会う,で も初めてじゃないみたいな関西の伸
間たちと‐緒にポットラックのご馳走を食べ,サマースタールをその日で見て
もっとヮクヮク。私も更にがんばるぞ―と思いました。まずは,参加の時期と
費用の計算でドキ ドキ。夏休みちて何もなくて暇と思っていても色々なことが
あるものですよね,と びとびに。そこで優先順位をつけることになります。
我が家はまず,中 1の 真吾が参加ということにな りました。妹の真冬香とも話
し合って決めました。参加の当日までそれぞれの役割を必死でこなしていたの
で,は っき り言って送っていく当日の新幹線か らのことしか覚えていません。
でも,生まれて始めてかも知れない程心か ら嬉 しそうな真吾の顔と ,‐ 夢を叶え
てあげられたという私の達成感は,今でも思い出すだけで目頭が熱くなるほど
です。キッズで待っていてくれたのは,よ く知った仲間の笑顔です。親として
も,こ の仲間の中に子供を送 り出せるってすごく安心なのです。信頼している
仲間ですから。何日かして家に届いたキッズからの便りには,本 当に楽しくて
わくわくす杯で,は じけそうな真吾の文字が並んでいて,嬉 しくて,嬉 しくて,

何度、読み返しま:し た。一週間の中には,思い出と,こ れから生きていくのに
大切なことが:山盛り詰まっていて,ス タッフの皆さんが真剣に向き合ってく
れたのを,ひ しひしと感じ,感謝で胸が一杯になりました。こんなに大切な時
期に,大切な日々を教えてくれたスタッフに今度は私もなりたい,な って役に
立ちたいと,実行委員になることを,申 し込みました。とてもドキドキしてい
ます。だって,こ んなちっぼけな私が,役 に立てることってなんだろうって。
でもね,き っとできるし,そ うするって決めています。子供達だうて毎自毎日
が,新 しぃことへの挑戦。ドキドキしているんだよね。そんな子供達と一緒に
新鮮に毎日を楽しもぅと思ぃます。そして,大きな視点から物事を見て」コミュ
ニケーシヨンとりたいと思っています。私が特に伝えたい事は:実体験をもと
にした健康の大切さ。そして,関東地区のともに育とうとする仲間へ,も っと
もっとキッズヘの関心を高めてもらえるょぅな,掛け橋になりたいと思ってい

事す0ど うぞよろしくお願いします。

神奈川県秦野市  佃 美幸



精しくメンバーに加ゎりました吉岡です暉
昨年は サプメンパーとして登録していました。そ して ,

キ ッズのサマースクールに参加させていただきました。
そのなかで,教えられることの多かったこと !

こどもたちが,生き生きと変化していく姿 !

「我が子 も 強引にでも参加 させれば良かったのにな一」
思えば ,な んで もそ ろっていて ,し て もらうことに慣れてい
とっF,い ま自分は何 をすれば良いのか ,何がで書るのか ,

に立てるのか 一一― そ うすることで自分の存在に自信が持
まで もない .

参加 した本人たちも真剣に子供達 と対話 し 体当た りで触れ

全 て ,新たなる体験で した。

『 子育 て』って 子供 も育ち 親 も育つか らすごい。

「 自分の子供だけで 手が いっばいJと 思 っていた私 .

や っば り もっと 私 も 育てて もらお うっと !

楽しみながられ,  どぅぞよろしく お願いします。
吉岡 とも子

一泊だけで したが

る今の子供たちに

どうすれば人の役

てたことは 言 う

あっていく、.
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