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菖U知事時代の取り組みから全国に広がる運動
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■  お忙しい中、時間をお取りいただき、ありがとうこざい

ます。

まず竹花社長の取り組んでいらつしゃる「おやじ日本」につい

てご紹介下さい。

1  東京都の副知事時代に、少年の非行防止対策で他にでき

ることはないかと検討しているとき、たまたま世田谷区や杉並区

を中心に「おやじの会」が活動して、非常に子供たちのために

なつているという話を聞き、これは新しい方向だと思いました。

子供の問題は家庭の問題、学校の問題、あるいは社会の問題

といろいろな議論がありますが、どれもそれなりの責任を負つて

いて、特に家庭の役害」は子供たちにとつて決定的なものだと思

いま丸 日本には子育てを母親に任せつばなしという父親が多い

ことを、自分自身の体験も含めて感じていたものですから、新し

い力が生まれてくる余地のある分野だと直感しました。父親の力

をもっと子育てに生かせないかと考えたので魂

世田谷区や杉並区の活動を全都的に広めたいと「おやじ東京J

というネットワークをつくり、これは東京都だけの問題ではない

と全国に広げて、平成 16年 6月 に「おやじ日本」という組織を

立ち上げました。子供たちを健全に育てるためには父親の力が

もつと必要、というのが活動の一つの原点でした。

世二 昨年の 11月 には明治神宮で新嘗祭があり、私も毎年出

席していますが、服部栄養専門学校の服部幸應理事長は、「日

本の『ちやぶ台文化』がなくなつた」とお話しになりました。

昔は家庭で父親が中心になつて家族団らんで食事し、そこで

みんながマナーを教わつた。それが今は個食になり、子供たち

も自分の部屋に行つてしまつて、家族が揃うことがなくなつた。

そのあたりから家庭がおかしくなつた、とおつしゃつたんで■

1  私もその「ちやぶ台文化Jの中でずつと育ちました。父親

と母親、うちは祖母もいましたが、食卓で家族同士がいろいろ

な話をしま硯 別に私のためにそうしているわけではなく、家族

がどんな話をしているか、何が今、問題なのか、自然に子供の

耳に入り、いろいろなことを学びました。
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家族が生活を営む中に子供がいること、それが子供たちの成

長にとつてたいへん大きかつた。今の家庭では親の側で相当意

識して機会をつくつていかなければ、子供たちにいろいろなこと

を伝えられないという】犬況にありま丸

111  昔は母親が父親を立てましたね。尾頭付きの魚でも何で

も、父親が最初に手をつけていました。

■‐| それは時代の変化もあるでしよう。必ずしも父親を立てな

ければいけないばかりでなく、最近では母親も職を持つておられ

る方も多いし、そうでない方も主婦の役割を果たしておられま丸

ただ、「おやじの会Jのメンバーともよく話をするのは、夫婦
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がお互いの悪口を言わない、夫婦が仲良くするのは、たいへん

大事だということです
`子

供たちがそういう夫婦の様子を見るこ

とが、成長に非常に良い影響を与えま丸

家族が一つの組織として機能する姿が、すべてではありません

が、失われていますLそれでも、みんなで話をする機会を見つ

ける努力をすることがたいへん大事で魂 子供はよく見ていま魂

お父さんもお母さんも仕事で夜遅く帰つてくるので、普段は一

人で食事をするのもしかたないけれま 休日にはみんなで一緒

に食卓を回める。そうであれば子供はきちんと育ちま硯

社会の仕組みも働〈環境も変わってきていますので、音に戻れ

と言うわけにはいきませんが、子供たちにとつて大事なことは、

昔から変わりません。親とよく話をすることであり、親の思いを

子供たちに伝えられることであり、そして子供の状況が親にわか

ることなのです。

私も保護司として少年犯罪を見ていますと、ほとんどは家

庭の環境が問題です。親は放任で、学校が悪いとか社会が悪い

とか、他人事のような家庭環境で育つた子供は、どうも問題を起

こしやすいように思いま丸

子供たちにとつては、どんなl~両親でもかけがえのない

人ですLご両親の仲が悪いのは自分のせいではないか、と考え

る子供は非常に多い。

少し前になりますが、私が警視庁の生活安全部長を務めてい

たとき、取り返しのつかない凶悪な少年事件を起こす子供たち

が捕まってきました。「どうしてこんなことをしたんだ。言いたい

ことがあるなら言つてごらんJと尋ね、その思いを作文にしても

らいました。それを『ざけんなよ』 (東京母の会連合会編、集英

社刊)という本にして、世の中の人に読んでもらつたので魂 「ざ

けんなよJというのは「ふざけるなよJという意味で、彼らが当

時、好んで使つていた、社会に対する1艮みの言葉で丸

彼らは親が悪いと一言も言いません。親はこの本を読んゑ

彼らの気持ちをもっとしっかり汲くんでほしいと思いました。

■争■■|■ ■11:L■ ■flを■■|■ :|=ち

, 「おやじ日本Jは全国ネットになりつつありますが、今後

はどのように展開されるでしょうか。
.最

初は非行防止という観点で取り組み始めましたが、だ

んだんと変化してきています。

私たちが取り組み、今も継続している 町s運動Jは、子供た

ちがインターネットや携帯電話による被害に巻き込まれないよう

に、親御さんにも子供たちにも注意を呼び掛けるものです:携

帯電話の普及が大きな背景にあり、非行防止に取り込みましたc

その後、父親の役割は何かをもっとみんなで考えようと、第 5

回の記念大会では外国の父親から、日本の父親という視点でメ

ッセージを発信し、世間に訴えました。日本の父親は子供たちと

もっと接するべきだ、たとえ離婚しても父親は父親だ、ここが日

本には欠けている、というようなメッセージで魂

最近では、父親を含めた大人社会が子供たちに伝えるべきこ

とをもっとしっかり伝える機会を持つべきだと考えて 活動してい

ます。

il:し  たしかに、しつかりしていない大人が多くなりましたね。

かつては、いい高校・大学に入れば、いい給料で就職で

きて一生安泰と言われていました。しかし社会が大きく変化し、

そのレールは崩れつつありま魂 いざ社会に出ようとした子供た

ちは、自分が聞いてきたのとは違う社会に置かれていることに気

が付きますL就職のときにも、なかなか自分を受け入れてくれ

ない、就職した後も、そんなに優しく扱つてくれない。

もちろん、そこでもう一度頑張れる子供もいますが、くじけて

しまう子供たちも少なくないのです|それが今、ニートやひきこ

もり、就職がうまくいかなくて自ら命を絶つ、というような形で表

れていますe

それとともに、企業社会がそうなつてきた背景には、グローバ

リズムが厳然としてあるわけで丸 日本の社会は技術立国、貿

易大国で世界をリードしてきたという時代は、残念ながらもう昔

のことになりました。

111 たしかにおつしゃる通りです。

.  最近では貿易赤字が恒常化しているし、産業の各分野で

信じがたいような競争力のなさが見られています|どの国も発展

しようとしているわけで、やむを得ない事情もありますが。

しかし、そこで生じてきたさまざまな競争の過激さに子供たち

がまだマッチングしていつていない、という/Bl面も見ていかなけ

ればなりません。また他方で、覚悟が決められない子供たちを

世の中に送り出したことについて、私たち大人社会は、もう少し

責任感を持つべきではないでしょうか。

一生懸命勉強して社会に出れば良いことが待っているa自

由に個性を生かしなさいと、子供たちは育てられてきました。一

種の楽園で育つてきた子供たちが、果たしてそういう激烈な競争

社会の中で生きていけるのかという問題について、大事なことを

伝えてこなかつたのではないかと、私も含めた大人社会全体が、

反省しなければなりません。

lli l ゆとり教育の弊害でしょうか。学校の先生方にも考えてほ

しいですね。

,1 学校の先生たちには社会の変化がすぐには伝わつていか

ないという側面もあり、普段から一緒にいる学校の先生から社

会の変化について間かされても、子供たちはなかなか受け取れ

ないでしょう。

大人社会全体の反省も踏まえ、企業の方たちに学校に直接行

っていただいて、子供たちに直接語りかけてもらうことにしまし
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た。企業と学校の仲立ちをする取り組みを「未来教室Jと名付け、

2年半ぐらい前から始めていますLその授業を受けた子供たちは

もう6000人以上になりました。

|■■■■11■
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|, 具体的にどんな授業がありますかc

ある外資系のリスクマネージメント企業の社長さんが子

供たちに、大人もよくわからないような、リスクマネージメント

とは何かという話をするわけで硯 例えば海賊に船が奪われた

被害者から海賊と折衝する役割を依頼されたり、日本の企業が

外国に出ていくときにリスクコントロールの面からさまざまなサ

ポートをしたり、というような話です。

子供たちの反応で典型的に面白かつたのは、ある小学校 6年

生の感想文で丸 「僕は今、秋の運動会に向けて大縄跳びの練

習をしています。しかし今日の話を聞いて、そんなことをしてい

る場合ではない、英語の勉強をして、世界のことをもつと知つて、

準備しなければいけないと思いました」とありま丸

それに対する先生の感想がまた面白い。「よかつたね。だけど、

今は大縄跳びの練習をしなさいJ。 これだけで魂

教育の本質を表しているエピソードで現

i ■ どういうことですか。

1  夢を持てとよく言いますが、社会の中で自分はこんなこと

をしたいから、こういう準備をしなければいけないということを

頭に置きながら今の勉強を進めていくと、励みにもなるわけで丸

人は一人のまつとうな社会人になつていくために長い長い期

間を必要としていますが、いつの間にかそれが自己目的化して、

その期間を楽しく元気に勉強できればそれでいい、としていなか

ったでしょうか。教育の原点とはその先の、彼が学校を出てから

の長い間、社会で生きていくための力を身に付けるものではな

かったのでしようか。

できるだけ多くの人たちにそれを伝えたい。「未来教室」を受

012
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けた子供たちばかりではなく、先生たちも、一緒に聞いている

親御さんの中にも、そう感じた方がたくさんおられま丸

|‐ 学校で「未来教室Jはどういう扱いになつていますか。

1  私は今、東京都の教育委員も務めていますが、平日のカ

リキュラムに「未来教室Jを入れるのはなかなか難しいので、土

曜日に正規の授業として実施している学校、土曜日に特別課外

活動のような形で実施している学校もあります:そうすれば父親、

母親も参加できるでしよう。子供たちに大きな影響を与えるととも

に、父親や母親にも考えてもらおうという取り組みで現

それからもう一つ、まだこれからですが、防災の問題について

子供たちに語りかける取り組みを新たに始めようと考えていま視

.1. それは素晴らしい取り組みですね。

|1 当会の会員に、ジユニア防災検定を主催しておられる団

体の方や防災士の認定を受けた方が何人かおられますしその方

たちを中心に、親子一緒になつて災害から身を守る、自分の身

を守るとともに助ける人の立場に立つという観点で、防災親子教

室にも取り組んでいこうと、準備していま硯

公的機関などでいろいろ手当がされていますが、すき間で残

されている部分があります。世の中のニーズのあるところで私た

ちが関わつて、少しでもお役に立ちたいと思いま硯

1  子供たちが社会に出たとき、理想と現実の落差で困つて

しまう場合が多いですね。「未来教室Jのような運動をしていら

っしゃいますと、おそらく現実の社会が勉強になつて、子供たち

にも認識できるんじゃないかと思いま視

子供たちにこんな話をしてもと、最初は少し危惧しました

が、子供たちにとつて非常に二一ズの高い授業になつているので

しょう。小学生も一生懸命聞いていますし、中学校も 2年生ぐら

いになるといろいろ考えていますから。

いつもそう思いますが、私たちの活動がきつかけになつて広が

っていってくれるのがいちばんありがたい。

1 全国に広がつていつて、みんなに参加してほしいですね。

111′ |III:[lil.=.|::Jli:■ 1「■il11111■ 11「

‐ 最初に申し上げた、子供たちが携帯電話から非行に走つ

ていくのを防こう、被害者にならないようにしようという運動は、

インターネットの被害から子供たちを守るための新しい法律に発

展し、世の中の注目を集めることになりました。それで他の方々

も何かしなければいけないと、新しい対策をとつてくれま魂

そのように繋げていけるなら、私たちの運動も捨てたもので

はありません。

文部科学省が昨年来、土曜授業、土曜教室の展開を全国的

に呼び掛けていまして、私たちの未来教室の取り組みを一つの

モデルとして、こんな発想はできませんかと、広げていつてくれ

横山佳夫
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ようとしています。私たちと同じコンセプトになるかどうかわかり

ませんが、そういう動きになつていったことは非常にうれしい。

ゲームやテレビが百害あつて一理なしとまでは言いませんが、

子供たちの成長にとつてきほど大したことのないものに時間を取

られるよりは、こういう形で子供たちが社会に関心を持つてくれ

るという取り組みが、全国的に広がっていくのは

'F常

にうれしい

ことです。

‐  もう一つ、「おやじ日本Jの活動で非常に感心しましたの

は「83運動Jです
`お

年寄りでも簡単にできることですね。

, 83というのは 8時 3時のことで、登下校の時間に大人が

子供たちを見守ろうという運動で現

通学時に子供たちが被害にあうという事件がいくつかあり、ど

の親御さんもひ心配でしたが、毎日、学校の送り迎えをするわ

けにもいきませんcそこで、大人が少し日配りをするだけでも大

きな違いがあるのではないかと問題提起したところ、コンビニの

方々が応えてくれました。当時、1万店舗ぐらいの方々が、ちょ

うどその時間帯に外周りの掃除をされ、子供たちの様子を見てく

れますしまずヽ そういう形で運動が広がりました。

「おやじ日本Jの会員の中には、自ら子供たちの見守り運動をや

つておられる方も何人かおられま魂

今も続けられているし、これからも続けていかなければなりま

せんのただヽ効果という点では、目に見えて表れるものではな

いので、息長く続けるためには、さあもう一回やりましょうという

形で、「おやじ日本」としても何回かお声掛けし直さなければな

らない、という課題があります。

やはり地道な継続が大事ですね。

もう一つ、副知事をなさつているときから、万引の問題に取り

組んでいらつしゃいました。

| はい。当時の東京都の取り組みをベースにしながら、ボ

ランティアの方々が、特定非営利活動法人全国万引犯罪防止機

構という団体をつくりました。,可上和雄さんに理事長を務めてい

ただいて もう9年目になりま魂

私もそれなりに関わりを持つてきたんですが、去年の 6月、副

理事長になりました。

3E罪というのは世の中の流れを見事に映し出すものです ,

当時、私たちが強く関心を持つていたのは、青少年の万引犯

罪でした。中学生の 4人に 1人が万引は大したことがないもの

と認識していましたので、特に青少年の万引についての意識を

変えていくことを中心に取り組み、かなり成果が出て、抑止され

てきました。

ところがこの 2、 3年、高齢者の万引犯罪が非常に増えました。

驚いています3

全国万引犯罪防止機構に対して まず外国のメディアから取

材があり、「年金もそれなりにもらつていて、今まで犯罪を犯した

ことのない高齢者が、なぜ万引をするのかJと尋ねられました。

1日
本のメディアより早いんですね。

‐ 私たちはその取材に答えきれずにきていま視 誰にもわ

からないでしょう。状況の変化の中で、万引問題も新しい対応を

求められていま硯

犯罪というものは、何か一つ対策がうまくいけばその後もず

っとうまくいくというわけではなく、社会の変化の中で様子を変

えてきます|もちろん警察、さらにボランティアの方々も含めて、

十分に見極めながらマッチングするような対策を講じていくこと

が大事で茂

::III■ ■=||111111■ 111■ |||「 11 FI「
「 |||

■ 昨年、御社プロデュースの危機管理産業展 (RiSCON)が

今年で 10回 日、またテロ対策特殊装備展 bEECAT)が 8回 目を

お迎えになりますち私は第 1回のときにお手伝いをしましたが、

どんどスノ発展しま茂 今後はどのように展開されますか。

| 「RSCON・ SEECATJ と「SEC∪ RIF/SHOWJと は日本の危

機管理にとつて非常に重要な役害」を果たしていま丸 この 2つ

の展示会はもっとお互いに連携して、例えば「SECURIW SHOWJ

に出展している機器を「剛SCON o SEECATJに ももっと出展して

いいのではないでしょうか。勿論その逆もありますし融合をどう

考えていくのかが、一つの課題で■

合わせて、災害国日本の「危機管理産業展Jは、減災のため

の技術力を世界の国々に見ていただく良い機会にすべきではな

いでしょうか。

災害を受けている国は日本ばかりでなく、台湾や中国の災害、

それから東南アジア諸国の水害、アメリカの雪害もたいへんで

す。例えば雪が降るのを止めるわけにはいきませんが、それに

よつて被るさまざまな災害を減らすことは可能であり、そのため

に日本の技術が生かされるべきでしよう。

1   
日本には技術力がありま視

|  そういう技術が「RISCONJで もいくつか出展されていま

すが、その動きをもつともつと強めたいc

その一つの視点は「東日本大震災を忘れるなJというテーゼ

一鰺
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です:喉元過ぎれば熱さ忘れるということわざがありますが、こ

れだけ大きな災害があつてなおまだ復興に多くの時間を要する

という中で、オリンピツクを迎え、関心がそちらに向いていきか

ねませんが、まだまだ厳然と爪痕は大きく残っています。東京ビ

ッグサイト主催の「剛SCONJが 災害を減らす(あるいは災害を

防ぐをテーマにしている以上、東日本大震災に目を向け、得ら

れた教訓を「RISCONJで もなお息長く生かしていきたい。

もう一つの視点は先ほどお話ししたように、日本の防災に関わ

るさまざまな工夫、技術を国際社会にもつと知つてもらいたいと

いうこと。どの国も同じ課題を抱えており、そこに日本の技術が

生かされるはずですし多くの外国の方に来ていただくのも、そ

れから「剛SCONJを海外に持つていくのも一つの展開で魂

さらに、リスクをコントロールするという作業をもっとイ固性的

なものにしていかなければならない、という視点も持つていま丸

iドli■
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1■  治安問題についてお伺いしま視

昨年 10月 に、都庁で「東京都安全・安心まちづくり条例施行

10周年言己念式典Jがあり、私も出席させていただいて、たいへ

ん勉強になりました。

竹花社長が広島県警本部長のときに暴力団と暴走族の取り締

まりをなさいましたが、驚いたのは、暴走族に対してこ一緒にト

イレ掃除を実践されたことですこ普通の方にはできません。た

いへん素晴らしいことで丸

|  そんなにお褒めいただくようなことではありません。

もちろん、暴走行為の取り締まりもしっかりしなければなりま

せん。しかし、彼らは世間知らずで、自分たちの斗平来について

なかなか考えきれない、いわばあどけない子供たちで丸

本当にどこのヤクザかと言われるような面持ちで走っているわ

けですが、彼らを社会の敵として排除してしまおうとすれば、暴

走族の問題は永遠に解決しないと、広島赴任当初から思つてい

ました。いけないことはいけないこととして、取り締まらなけれ

ばなりませんが、合わせて、社会の側に取り戻していくという作

業をどのようにするのかが大きな課題だつたので■

暴走族にアドバイスしてくれませんかと県民の皆さんに呼び掛

けると、さまざまな反響がありました。就職を世話しようという人、

勉強を教えるという大学生、レディースの女の子に料理を教える

という人、一緒にサッカーをしようという人もいました。

その中に暴走族の人たちとトイレ掃除をしたいという人がいま

した。「NPO法人 日本を美しくする会Jの相談役、鍵山秀三郎
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さんで丸

■■ イエローハツトの創業者で、「掃除哲学Jを提唱している

方ですね。

それがどんな活動なのか詳しくは知らなかつたのですが、

できることはなんでもしようと思つていました。

学校や公園のトイレを掃除するということでしたが、人様にお

願いするだけで自分は手を出さない、というのは潔しとしないの

で、私も一緒に掃除しました。驚きました、トイレの便器を一つ

磨くのに 1時間半ぐらいかかるので丸

不思議なことに、始めるともつときれいにしたくなり、みんな

黙って掃除します。一言も発しません。私の隣でも現役暴走族

の幹部クラスが一生懸命です。新聞記者が面白い談話を取ろう

と後ろに控えていますが、私も黙々と掃除しました。

この間に、自分がどういう存在なのか、考えることができたので丸

●● そのときすでに実践しておられたことを、法務省も今頃、

気が付いたようですし出所後の再犯率は 5年以内で 40%、 特に

青少年を更生させるためにボランティアをさせようという取り組

みが始まりました。公園の掃除、それから老人ホームでお年寄

りの介護などで丸

私が広島にいたときには、警察官はもちろん、広島高検

の方、広島地検の方も興味を持つていただき、皆さん、 トイレ

掃除を経験していま硯

「日本を美しくする会」の方は「′心磨きJとおつしゃつていました。

もちろん、それもあるのでしよう。

さらに、暴走族の人たちがそういう活動の中に自分を置くこと

で実感したのは、世の中が自分たちを受け入れてくれる、受け

入れてくれる社会もあることではないでしようか。見捨てられて

いるわけではないということが、彼らの立ち直りの出発点になつ

ているのです。

人というのは、社会との関わりの中で自分の存在意義を感じら

れてこそ、世の中と一緒に仲良くしていこうと思います。そのき

っかけをつくつたトイレ掃除の活動はたいへん大きい。

lliJI● :1■」lil l:I::=11:1111■ 1111     
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11  東京オリンピックが決まりまして、特に首都の治安が重要

になつてきました。ご専門として、どのような方法でこれから取り

組むべきだとお考えですか。

招致活動の中で非常に有名になつた「おもてなし」とい

う言葉と、「安全な街、東京」が、今度のオリンピツクの売り文

句になつていますしそれなら、東京はなるほど言われた通り安全

な街で、暮らしている人々は親切で、ここに住みたいという街に

して、迎えなければなりません。

●■ 副知事のとき、新宿歌舞伎町の浄化に非常に力を入れら

11 1cr・   ■
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れました。あれがスタートとなつて、全国の繁華街が昔と比べて

良くなつてきましたね。

.1 学問的なことはよくわかりませんが、治安は人々の′いやそ

の人々が住む環境に大きく左右されますし安全な街づくりにとつ

て不可欠なものだと思いま丸

いかに強い警察があつて、いかに公的機関が街をきれいにし

ようとしても、それだけで街は安全にはならない。オリンピツク

に向けて、日本あるいは東京に住む人たちが考えなければなら

ないのは、10年前に東京の治安が舌しれ、何とかしたいと多くの

都民が立ち上がったわけですが、その熱気をもう一度呼び起こ

して、もう一度浄化に取り組めるかどうかですしそれが問われて

います。

多くの人たちがその成功のために努力をしていくところにオリ

ンピックの価イ直があると思います:それが街を良くし、人間も成

長させてくれま丸

| オリンピックを迎えるにあたって 東京ビッグサイトの位

置付けは非常に重要になると思いま丸

|‐
‐ 私が今、勤務している東京ビッグサイトは、全世界のマ

スメディアの方がお集まりになる、巨大なメディアセンターにな

る予定で丸 ここビッグサイトから全世界に、競技の模様ばかり

でなく、日本の様子が伝えられていくので現

マスメディアの方は 24時間活動しますから、東京ビッグサイ

トの中だけでなく、臨海地域の街全体が非常に安全で、女性記

者一人でいつどこに行つても全く問題ない、という街になつてい

かなければなりません。そのためには、これからまだまだ見直

すべきことがあるでしょう。

| . 情報の発信基地でもあり、海外からたくさんのお客さん

が来られる場所でもありま視 私どももぜひご支援したい。

|‐  ご支援をお願いしたいと思いま硯

東京ビッグサイトではモーターショーや日本国際工作機械見

本市 (」 imtoつ のような世界的に著名なものばかりでなく、大小

300近い展示会等が開かれ、年間 1000万 人を超える方々が集

まってきますし

さらに、臨海地域にいろいろな施設ができるようになつてから

約 20年。着実に成長しています。今、有明のゴヒのほうに大きな

マンション群ができていまして、居住者も増えつつありま茂 お

台場にはショッピングセンターがいくつかできて、多くの若者が

集まりま丸

全体としての街づくりを考えながら、特に東京ビッグサイトを

中心とした有明地域の街づくりも、オリンピックに向けて近々の

課題で視

||:  昔はのつぱらでした。

1音 を知る人からすると隔世の感があるでしょう。しかしま

だまだ発展の余地を残しているところが、この街の面白さで現

多くの外国の人たちが訪れ、日本の高齢者も子供たちも若者も

集まる、非常に面白い地域に、一皮も二皮も剥けていくチャンス

がきています。

私たち東京ビッグサイトも最大限の努力をするつもりで魂

111  本日は貴重なお時間をいただき、まことにありがとうござ

いました。

(取材協力 :株式会社東京ビッグサイト)

璧聞き手 :横山佳夫 (よ こやま・よしお )

財団法人 アジア刑政財団理事

地球環境平和員オ団 監事

一般社団法人 日本安全保障・危機管理学会顧問

■対談後記

竹花様が東京都冨J知事在任中に、当誌で対談させて頂いたこ

とがあります。その対談の申で、首都の治安対策を実践され、

新宿歌舞伎町はじめ問題地域の浄化作戦を展開された話がでま

した。この浄化作戦でも効果を上げられ、氏の陣頭指掃能力が

証明、評価されました。

氏の実践の原点は、上から回線にあらず、常にポランティア

の方々や学生、各種団体など、大衆レベル、すなわち、F安全,

安心Jまちづくり,よ 自分のためであることを個々に認識される

ようお願いする方法を実践されたことである。

現在の「おやじ日本Jは、まさにその延長線上の全国レベル

であり、氏の意志をぜひ多くの方々にご支援頂くよう願う次第

であります。
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忍定特定非営禾J活動法人 お や じ 日本

おやじの責任を果たすために
2004年 6月 に設立以来、各地のおやじの会のネットワーク化を推し進めることなどを通じて、父親たちの

子育てへの参加を促 してきた。2009年 2月 には特定非営利活動法人、 2012年 6月 に認定特定非営利活動

法人となり、会員数は 1000名 を超え、子どもの問題解決に向け活動中。

☆ホ来練室

子どもたちには十分な準備をして社会に出て行つてほしいと願つています。企業や個人が学校と協力して、子ど

もたちに社会の息吹を伝える授業実施に向け、コーディネート役として出前授業を実施。

☆親子鮪贅数室

子どもたち自身が災書に立ち向かう力をつけることが出来るよう、F助けられる人から、助tナ る人へ」を目指して、

大人、おやじとともに防災について学んでいく活動を推進。

☆ iS(アイエス)運動

ケイタイ・インターネットの トラブルに子どもたちが巻き込まれ、犠牲者となる事件が後を絶

たない。情報化の嵐の中で子どもたちを守るために、必要な範囲で安全に使用させること、ゲー

ムをさせ過ぎない等、大人自身も学び、子どもに親、大人の思いを伝えていく運動。

1111

子どもたちの通学路の安全を確保 し、子どものいる場所には、大人たちが花の水遣り、犬の散

歩等の機会を捉えて、子どもたちを見守ろうという運動。

大人、おやじ自身が今の子どもの問題について考え合い、活動の契機となることを願い年 1回開催。子どもの問

題に関心のある方はどなたでも参加可能。

是非1‐ ご参カロ下|さい JJ

第 12回 認定特定非営利活動法人 おやじ日本 全国大会

●日時 :平成 26年 6月 29日 (日 )開場 午後 1時 開演 午後 1時 30分～

●場所 :渋谷区文化総合センター大和田さくらホール (交渉中 )

● 内容 :「災害国日本の親、おやじに問われていることJ

・基調講演 :講師 (交渉中 )

・パネルディスカッション :学校、子ども ほか

綜合司会 :早川信夫氏 (NHK解説委員 )

コーディネータ :グルーブ 1 早川信夫 氏 (NHK解説委員)       ・

グルーブ2 竹花 豊 (東京都教育委員、おやじ日本 理事長 )

賛助・寄附のお願い

おやじ日本は活動の趣旨に賛同して下さる方々に賛助・寄附を募つております:皆さまからのご理解とご支援を頂き

たく、お願い申し上げます。おやじ日本は、国税庁から認定 NPO法人 (国税庁課法 1186)として認定されています

ので、おやじ日本に対して寄附または贈与された方につきましては、所得税、法人税または相続税上の課税について、

寄付金控除等の特例が適応されます。賛助のご協力を頂ける方は下言己振込先にご入金をお願い申し上げます。なお、

必要とされる方には領収証を発行させて頂きます:ご理解、ご協力の程、宜しくお願い申し上げます。

みずほ銀行 新橋中央支店 普通2059554 口座名 :おやじ日本

ゆうちよ銀行 00150-9-631618 口座名 :おやじ日本

事務局連絡先 :渋谷区宇多川町 52 渋谷区役所神南分庁舎 3階

TEL&FAX:03-3462-7113  URL: 1lttp//oyali― nippon org/
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