子青うて何なので しょう?
「 子供を育てる事Jだ とは理解 していますが 子供を産んだだけで 立派だから資格があるから
親になつた訳ではありません.
「 子供を育てるJと いう事はさるの実験でも たつた一匹を隔離して仲間が子供を産んだり、育てた
りするという例をひとつも見ないて、子供を産んでしまった親ぎるは子供を出産した瞬間にとびあが
りおころいて 子供をふりまわ し殺 して しまつたという事実があるそうです.
驚きま したが、これてますます、今の若い母親の子育てがむつかしい理由がわかつた気が します.
扉をとざした被家族の中で経餞や体験はほとんとなく、いきなり母親になるんですからね.
私達はキッズ活動をしていますがヽそこに来るまでのもつともっと赤ん坊からの子青ても、ちょっと
ふれてみたいと思います.
赤ん坊に「 ありがとうJと いぅことばをおしえるときも「 あなたが他人にものをもらつたり助けても
らつてうれしいときに『 ありがとう』とい ってよろこんでいるということを伝えるのよ、ちゃんと伝
えると相手はあなたがよろこんでいること:が わかるからもまたしんせつにしてくれるよ」
「 おはよう」というあいさつは「
『 おはよう』とあなたが言 つてくれるととても幸せてうれ しい 元
気になるわ、他の人にもあいさつをしてよるこばせてあげてねJ――― と
このごろよく見かけるシニンで気に入らないとお母さんをポコポコなぐる小さな子 今は小さいか
らたたかれてもお母さんは痛くないけれど 一― これが大きくなると家庭内暴力だよ、今のうちに何
がわるいことなのかちゃんと教えてあげて
「 あなたの大切な人をたたいちやいけない !J― と.
泣きわめくと抱うこされる ―ニー これを<り 返すと、困ったら泣きわめ <と いう単なるヒステリック
なわがままが存在する、泣いたらお母さんが姿勢を低くして子供の日の高さになり「 泣きやんでち ゃ
んと話してね、抱つこしてほしいときは抱 つこしてほしいというのよJと 教える.
食青も、子供が食べないのは、
「 この子嫌いなのJと いつて たべるもの好きなものばかり与える !?
子供が体によいものを自分で選べる訳ではないから好きなものばかりもらえたら、体によいけれど□
にあわないと思うものは食べなくなるよ.
子供にふりまわされるだけのお母さんは困ります「 この子のことで困っているんです」というお母さ
ん、困っているのはあなたではなく子供が園 つているんです二
問題をおこさないように育てるのではなく、何がおきても元気よ<前 にすすんで生きてゆける子を育
てましょう.一 人の話せばわかる人間として赤ちゃんと付き含 つていくことが育てることの原則です.
キッズでも何度も粘り強く真剣に話 しています.私 たちもこの夏 7歳 から 18歳 までの青ちゆく仲間
たちとすばらしい夏の体験を楽しみます.家 庭とキツズ、手をとりあ つてともにがんばりま しょう.
スターシップキツズ代表
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キッズログハウスにてバーベキ ュー
4月 29日 (日 ) 11時 スタ
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「 スターシップキッズ」は かゎっ ゆく時代の中で子供たちとともに

未来をつくってゆける ひとつめ
来る、 10年 目までに様々 なキ ッズ

ロジェック ト.

ドラマをまとめて本にして

世に出したいと考え続けていました.
2007年 いよいよ機が熱 し、1月 から

<り が動きはじめました。

キ ッズの様々な ドラマをはばたかせ

げたいと思います。

その後の子供たちについての話や感‐

どありましたら事務局にあてて

お便りを下さればありがたいです.

たのエピソー トも本になります

3月 11日 (日 )9年 目を迎えたキッズ奈良
バザーもイベントとして地元に定着し
楽しみに待ってくれている方もいる中、
今年も目標の 10万 円以上を売り上げる
ことができま した。
物品の提供、当日のお手伝い、
￨た くさんのご協力ありがとうござ いま した.
′

︑
ヽ

饂

劣劣
亀

ヽ

ｔΣｒ

し

キッズのスタッフになれることに感謝です:
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まず、サプで、3回 きてもらつて スタッフの申請をして、
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今までは、サプメンバーでお手伝いさせて頂いてました。
今回、一週間のド
ラマを一緒に作つていけることに、
共

緊張と楽しみでいつぱいです。
今の時代、大人が夢や目標をなくしていて、子供に、
自分のよう:こ はしたく
なtt、 Lち んな習い事 させたり、
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良 い学 校 に入 れるために勉 強 させたり、
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子 供 に夢 を証:し てぃるような気がします。
でも、まず、大人が、親が、できると思つて頑張れば
何だつてできるよつて、子供に堂々と言える生き方を
するのが先じゃないかなつておもいます。
私の夢は、子供を育てている人や、子供たちに、
日にいれたもので人生がかわっていく
ってことを伝えて
いける拠点を作る晨貿す。
最大のプレゼントだと思つてし
球す。

『 安堵』したと言うより

・とポチャリした腹を引き締めて。
新たな心構えを「
―・
1週
の
しT泊 サブとは全く違うらしく、 間如何に関わⅢるか
オ
‐ワクワク、楽しみです。

キッズでは、おいしく
て栄養いうばいのごはんをみんなに
作つてあ!先 い‐ 。そして、子供たちに、頑張うてるよつて

堂々と
言える大人になれるよう
に、
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ます。
卒日、奉業、入日、入学、の季節です、おあでとうごきし
破:ち も今年は高校受験でした。キッズでの体験や、メンタルを知うていたので、素晴
私たち広報 の二家庭 のキッジ
らしい成果をあげ、その姿を見せてもらい、感動でした二各ご家庭でも沢山のドラマが繰り広げ弥 たことと思います。
キッズを経験 し、NEXTt経 験 し、そして、アメリカ !第 T回 目に参加できる22人 のキッズたち、どんなドラマを創つ
て帰つて来るのか、帰国がとても楽しみです。
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その先は随分違う未来 つながつていく
ほんの少しのきつかllt・ 、少〜し角度が変秘 と、
熱い夏が始まります。
ズNEXTの 子供たちの、
今年も65人 のキッズとヽ のキッ
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出来て、とても感謝です、ありがとうございました。
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病気にならない健康な体を作つてあげる事が親ができる

