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かけがえのない人をなくした子ども
子どもをなくした家族とともに

ＲｅＬｉｎｋ Letter
地域で寄り添い、支えあう

特定非営利活動法人 ReLink（りんく）について
当法人は、かけがえのない人を亡くされた方を支援する団体として2017年3月に設立いたしました。
かけがえのない人を亡くされた方が、御自身のこころに湧き起こるさまざまな想いや気持ちに向き
合い、少しずつ御自身のこころに折り合いをつけながら、再び亡き人とのつながりを感じること。
法人名(ReLink)は、Re「再び」Link「つながる」との願いを込めて名づけました。
かけがえのない人を亡くされた方が、亡き人とつながり、御自身のこころとつながり、
人とつながり、地域とつながる。
ReLinkは、このような『つながり』を大切にした活動をしていきたいと思っています。

我が子を亡くした親が安心して話せる場であり続けたい
副代表 宮崎 恵美
私は、ReLinkが開催しているプログラムの１つである「子ど
もを亡くした家族のためのわかちあいの会（ReLinkの会）」で
ファシリテーターをさせていただいています。この会には、流
産や死産、新生児死など、小さな赤ちゃんを亡くした家族が
参加されています。
誰1人として、自分の赤ちゃんが亡くなるとは思いません。
しかし日本において、年間２万人以上の赤ちゃんが母親のお腹
の中で亡くなっているのです。その数は年間交通事故死亡者数
を上回ります。我々は幼い頃から交通事故に遭わないように交
通ルールを何度も何度も教えられます。しかし、かけがえのない人を亡くした時、
また、自分の心が大きく傷ついたとき、どう対処したらいいのか、教えられる機会
はそう多くはありません。また、かけがえのない我が子を亡くした時、その子をど
う出産し、弔うのか、多くの方はご存知ないのではないでしょうか。
日本では遠い昔から文化的に赤ちゃんの死の話題は「タブー」とされ、親がその
想いを話す場は限られてきました。また、子どもを亡くした親の気持ちが周りに理
解されず、身近な人からの言動で大きな傷つきを経験しています。ReLinkの会に
参加される方の中には、この会で、かけがえのない我が子について話すことができ
ることは貴重だとおっしゃいます。そして、似た経験をした者同士のピアサポート
を通して、赤ちゃんの死で止まってしまった歩みを、それぞれのペースで歩み始め
るきっかけになることもあるのです。
我々の活動はまだまだこれからです。子どもを亡くした親が安心して話ができる
場であり続けること。そして、小さな赤ちゃんを亡くした親がどんな想いでいるの
かを社会にお伝えし、不要な傷つき体験をする親をなくすこと。道のりは長く険し
いものですが、皆さんのご支援をいただきながら、一歩一歩進んで行きたいと思っ
ています。

■■■2019・2020年度 活動報告■■■
活動目的
わが国では、年間約130万人の方が亡くなられ、御遺族は様々な想いや感情を抱きながら生活しています。
2006年に自殺対策基本法が制定され、全国に自死遺族支援団体が設立されました。現在では、他の死因の
御遺族への支援も実施され、東日本大震災以降は、家族を亡くした子どもへの支援も全国に拡大しています。
しかし、福島県内では、家族を亡くした子どもや、子どもを亡くした家族への支援はほとんど実施されておら
ず、支援を必要としている方に十分な支援が届いておりません。また、良かれと思ってかけた言葉や、周囲の
何気ない言動によって、多くの御遺族が日々の生活のなかで傷つき体験を繰り返しています。
死別は誰もが体験する出来事で、決して特別なことではありません。よって、死別を体験した方への支援
は、地域で充実させていくことが最も大切です。
そこで当法人は、死別体験をした子どもや家族が、自身のこころに丁寧に触れながら、安心して想いや
感情をありのままに表現できるような場として、支援プログラムを開催し、また、地域で寄り添い、支えあ
うために、支援者の育成や、地域での支援に関する普及・啓発活動を実施いたします。

主な活動内容
かけがえのない人を亡くされた方へ

ReLinkプログラムの開催
毎月定期開催

偶数月第３日曜日開催
家族をなくした子どものプログラム

子どもをなくした家族のプログラム

～自由に遊び、自由に過ごす～

～それぞれの想いや気持ちをわかちあう～

“ みんなのプログラム ”

“ ReLink（りんく）の会 ”

時 間：13：00～15：00
対 象：家族をなくされた子ども※と保護者
※未就学児～中学生
参加費：100円（お茶菓子代）
概 要：同じ経験をした子どもたちやボランテ
ィアと自由に遊ぶことを中心としたプロ
グラムです。亡くされた方のことを無理
に語らせたり、感情を吐き出させたり、
想い出させたりすることはありません。

時 間：10：00～12：00
対 象：お子さんをなくされた※御家族
※死産や流産も含まれます
参加費：100円（お茶菓子代）
概 要：御自身のこころに丁寧に触れながら、
安心して想いや気持ちをわかちあう場所
です。話したくないことを無理に話してい
ただくことはありません。他の参加者の
お話を聴くだけでも御参加いただけます。

地域で寄り添い、支えあうために

支援の普及・啓発

人材育成

支援に関する普及・啓発

支援する人材の育成
•

ReLinkプログラムのボランティア養成講座

•

ReLinkサポーター養成講座
※ReLinkサポーターとは
当法人主催の講演会や研修会に参加された方で 、
日々の生活や仕事、活動等で研修等で学んだ知識や
スキルを活かしたい方

•

医療・福祉・教育・行政関係者等を対象とした
研修・講演会

•

市民の方々を対象とした研修・講演会

•

その他、各種研修・講演会

2020年度は新型コロナウイルス感染症の影響により、活動の一部を変更・中止しております。

家族をなくした子どものプログラム（みんなのプログラム）
2019年度は、4月・6月・8月・10月・12月、2020年度は、6月・8月・10月・12月開催しました（2020年2月・4
月は、新型コロナウイルス感染症の影響により中止）。
法人設立以来、社会福祉法人ライフ・タイム・福島様の施設（ライフ吉井田）でプログラムを開催していましたが、
ふくしま信陵子育て支援センター様の御理解と御協力により、2020年度からは、貴センターの施設である“ぽれぽ
れ”をお借りすることになりました。
参加した御家族は、2019年度は1組、2020年度からは新たに2家族が参加し、計3家族が参加されています。
参加当初は戸惑った様子もありましたが、現在では、「ビーズで遊びたい！」「お絵描きがしたい！」「縄跳びがしたい！」
「ボールで遊びたい！」など、積極的に遊び始めたり、友達や学校での出来事などもたくさん話してくれるようになり
ました。また、亡くされた家族についても、自身のペースで少しずつ折り合いをつけ始めているようです。
保護者もプログラムへの参加を心待ちにしてくださり、亡き人への想いや感情を吐露したり、生活の変化や人間
関係などの困りごとなどを話しながら、自身の気持ちを整理したり、折り合いをつけたりする場となっています。
プログラムの開催から約3年が経過しましたが、遊びが変わったり、色の好みや好きな食べ物が変わったり、話す
内容や言葉が豊富になったりと、回を重ねるごとに変化し、子どもの成長をとても感じられるようになりました。我々
のサポート（グリーフサポート）は、遺族の『いま』に着目して、丁寧にかかわることがとても重要です。これからも御
家族の『いま』を大切にしながらサポートしていきたいと思います。
プログラムへの問い合わせやご相談も徐々に増えております。今後も継続的に広報活動を行いながら、来年度は
さらにプログラムを充実させていきたいと考えています。

子どもをなくした家族のプログラム（ReLinkの会）
ReLinkの会 開催回数
・２０１９年度 １０回 （会場 ライフ吉井田 福島市方木田）
・２０２０年度 １０回 （会場 ecoショップコバヤシ 福島市渡利）
誕生死（流産、死産、赤ちゃんの死）を経験されたご家族が参加していま
す。主に子どもを亡くした母親ですが、父親が参加されることもあります。子
どもを亡くしてから１か月という死から間もない時期に参加される方もいれ
ば、子どもの死から数年経過して参加される方もいて、２０１９年度から継
続して参加されている方もいれば、その都度、新規の方もいました。亡くさ
れたお子さんのことをお話ししたい時や似た経験をした方のお話を聞きた
いタイミングで参加してくださいと伝えている。
ReLinkの会では、子どもを亡くした時、病院の医療者の対応に理不尽さ
を感じたこと、助けられたと感じたこと、周りからの言葉に怒りを感じたこと
など、複雑な気持ちを語り合われました。コロナ禍で対面での会の開催に
は慎重にならざるを得ない時期もありましたが、会を開催していて、実際に
会って、直接お話をすることの必要性を強く感じました。ReLinkの会で、当
事者への支援を継続しながら、会の中で語られる医療者や周りの人から
の不等な扱いが少しでも減るよう、当事者の想いを社会に届けていくことも
行なっていきたいと思っています。
◆ ReLinkプログラムの新型コロナウイルス感染症対策について ◆
各プログラムは、福島県内の感染状況を十分に考慮した上で、都度開催の有無を検討し、開催の際には、参加者および
スタッフの事前の体調確認と会場での検温、マスク着用、手指消毒、物品・施設の定期消毒、換気等を徹底しています。

ボランティア（ReLinkサポーター）養成講座
ボランティア養成講座は、2019年5月11日（土）・12日（日）の2日間（計10時間）開催しました。かけがえのな
い人を亡くされた方の理解と支援をより多くの方に知っていただくために、1日目の午前中を一般者向けの講演会と
し、約20名が参加されました。養成講座には、医療福祉関係者、子ども支援関係者、大学生など10名が参加され、
病気や事故、自死、災害などにより、かけがえのない人を亡くした子どもに寄り添うための基本的な知識やスキルに
ついての講義と、受講者自身の死別や喪失体験の振り返り、自分自身のケア（セルフケア）についてのワークを行い
ました。はじめは緊張されていた参加者も、徐々に打ち解け、ときには笑いあい、ときには涙を流しながら、2日間とて
も熱心に受講されていました。受講後は、参加者全員がReLinkサポーターの登録を希望され、“みんなのプログラ
ム”や当法人のイベント等に参加したり、それぞれが個々の支援の場で学んだスキルを実践されています。
2020年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により開催を中止しましたが、次年度は、オンライン開催を含め、
開催内容や方法を再検討し、開催したいと考えています。

NPO法人ReLink設立記念講演会
NPO法人ReLink記念講演会は、2019年10月19日（土）に開催（会
場：グランパークホテルエクセル福島恵比寿）しました。医療福祉関係者、
教育関係者、行政関係者、宗教関係者、一般の方、学生など約50名が参
加され、福島市市民・文化スポーツ部次長 国分英男様、福島市県議会議
員/NPO法人子ども未来クラブ理事長 大場秀樹様、福島市市議会議員/
社会福祉法人松葉福祉会理事長 小松良行様、三菱電機株式会社・社会
貢献推進課 阿部孝宏様、から温かなご祝辞をいただきました。
講演会では、宮崎恵美（当法人副理事長）から『子どもを亡くすというこ
と』とのテーマでお話しさせていただき、記念ライブでは、当法人のサポータ
ーでもあるシンガーソングライターの菅野潤氏（福島市出身）と越尾さくら
氏（会津若松市出身）からそれぞれのオリジナル曲と、当法人のテーマソン
グである“君が描いた絵”を披露していただきました。
法人化は、1つの節目ではありますが、御遺族が安心して過ごせる場（自
身のお話したり、他者の話を聴いたりする）を創っていくこと、そして、遺族と
なった当事者の想い・現状を伝え、かけがえのない人を亡くした方に寄り添
い、支えあう地域を創る活動を丁寧に実践していきたいと思います。
今後も、地域の皆様とともに歩みながら、そして、これから出会う方々との
つながりも大切にしながら、末永く活動していきます。

ReLink Seminar 2019・2020
ReLink Seminar 2019 “子ども・若者のこころの健康セミナー”
第１回 地域とともにつくるこどもの居場所
～せんだいこども食堂の取り組みを通して～
講師：門間 尚子 （せんだい子ども食堂 共同代表）
日時：8月31日（土）13:30～１６:30
第２回 子どもの貧困・教育格差解消のための支援
～地域と連携した“スタディークーポン”の取り組み～
講師：今井 悠介 （公益社団法人 チャンスフォーチルドレン 代表理事）
日時：9月28日（土）13:30～16:30
第３回 ＳＯＳを出せない子ども・若者たち
～見えない当事者にどう支援を届けるか～
講師：伊藤 次郎 （NPO法人 OVA 代表理事）
日時：11月23日（土）13:30～16:30
第４回 子どもと家族を支える地域のチカラ
～孤立化する家族を地域で寄り添い、支えるために～
講師：佐藤 利憲（当法人 理事長）
日時：1月25日（土）13:30～16:30

2019年度は、教育関係者や子ども支援関係者、一般の方々により多くご参加いただけるようにテーマを『生きづ
らさを抱えた子どもを地域で寄り添い、支えるために』とし、4人の講師によるセミナーとしました。福島県内の公立
小学校・中学校・高等学校、教育関連施設、医療福祉施設、子ども支援団体等に約1万部の案内チラシを配布し、
教育関係者、子ども支援関係者、一般の方のみならず、行政関係者、医療保健福祉関係者、その他の専門職者、学
生など、2018年度を上回る約150名が参加されました。
ReLink Seminar 2020
2020年度は、新型コロナウイル
ス感染症の影響により、オンライン
での開催となりました。
1日目（2/6）は、当法人の活動
紹介と、子どもを亡くした家族、なら
びに家族を亡くした子どもへのサ
ポートについて、お話しさせていた
だきました。
2回目（3/21）は、『喪失体験を
した子どもへのサポート～揺れ動く
子どものこころをどのように支える
のか～』とのテーマでお話しさせて
いただきました。
2020年度は、オンライン開催とな
りましたが、全国各地、海外から約
100名が参加されました。
次年度も、オンライン開催を含め、
継続的に開催いたします。

鶴Tシャツ展示会
2019年9月4日～17日の14日間、インドの子どもたちが作成した1000枚の鶴Tシャツの展示会をまちなか交
流スぺース（福島市本町）で開催しました。
この鶴Tシャツは、東日本大震災後に日本の「平和と希望の象徴」である千羽鶴からアイデアを得て、インドの子
どもたちが被災地に想いを寄せて、一つ一つ手作りで思い思いの鶴の絵を1000枚のTシャツに描いたものです。
会場スペースの関係ですべてを展示することは出来ませんでしたが、多くの方に御来場いただきました。
また、福島市内の有限会社まるきん様の御協力をいただき、市内の店舗にて展示させていただきました。

市民活動イベント
ふくしま市民活動フェスティバル2019（2019年11月30日）、特定非営利活動法人シャローム様主催のひまわ
り感謝祭（2019年12月21日）に参加し、当法人の活動紹介をさせていただきました。各イベントには、多くの来場
され、当法人のブースにもたくさんの方がお越しになり、法人説明や活動紹介などをさせていただきました。また、他
の参加団体との交流や情報交換等もさせていただきました。

2020年2月2日には、当法人のテーマソング『君が描いた絵』をイベント
ソングとした第3回希望のうた音楽祭（主催：希望のうた音楽祭実行委員
会）が浪江町地域スポーツセンターで開催され、会場内に当法人ブースを
設置させていただきました。また、当法人理事から『あなたも大事、わたしも
大事～こころに寄り添い、支えあうために～」とのテーマで講演をさせてい
ただきました。

ReLink講演会
ReLink講演会を2020年2月8日（土）にラコパ福島で開催しました。『大切な人を亡くした子どもへの支援～揺
れ動く子どものこころをどのように支えるか～』とのテーマでお話しさせていただき、約20名が参加されました。

メディア掲載

2019.9.3 福島民友新聞

2019.10.22 福島民友新聞

2020.1.29 朝日新聞

2019.5.27 福島民友新聞

2020.12.11 公明新聞

その他の普及・啓発活動
普及・啓発をさせていただいた主な機関等（開催地）

2019.7.4 福島民友新聞

2019.5.15 福島民報

福島県立医科大学（福島市）、福島大学（福島市）、桜の聖母短
期大学（福島市）、日本福祉大学（東海市）、諏訪赤十字病院
（諏訪市）、郡山保健所（郡山市）、福島県社会福祉協議会（福
島市）、一般社団法人イシノマキ・ファーム（仙台市）、NPO法人
栗原市障害者就労支援センター（栗原市）、NPO法人仙台グリ
ーフケア研究会（仙台市）、東松島子どものグリーフサポート（東
松島市）、グリサポとやま（富山市）、グリーフサポートSaChi（札
幌市）、 福島いのちの電話（二本松市）、日本災害看護学会、
日本精神保健学会、日本グリーフ＆ビリーブメント学会 順不同

■■■2021年度 活動予定■■■
ReLinkプログラム
家族をなくした子どものプログラム
“ みんなのプログラム ”
開催日：4/18・6/20・8/15・10/17・12/19・2/20
時 間：13：00～15：00
会 場：ふくしま信陵子育て支援センター ぽれぽれ

子どもをなくした家族のプログラム
“ ReLink(りんく)の会 ”
開催日：４/23・5/22・6/25※・7/17・８/27※・9/18・
10/22※ ・ 11/27・12/17※・1/22・2/25 ※・3/19
※印は、託児ありのプログラムです。
時 間：10：00～12：00
会 場：エコショップコバヤシ
注）開催内容や方法は変更になる場合があります。

人材育成、支援の普及・啓発
第4回 ボランティア養成講座
開催日：9/11（土）～12（日）2日間の講座
時 間：10：00～16：30（両日とも）
会 場：1日目 オンライン 2日目 ぽれぽれ
参加費：一般 3,000円、学生 無料
対 象：かけがえのない人を亡くした子どもと家族への
支援に関心のある方

賛助会員・寄付の御願い
当法人は、非営利団体として、かけがえのない人を
亡くされた子どもと家族への支援活動を継続的に行っ
ていきたいと考えております。このため当法人を御支
援・御協力いただける個人・法人・企業等を募集して
おります。いただいた会費・御寄付は、すべて当法人
の支援活動に使わせていただき、ホームページにて
御報告させていただきます。皆様からの温かな御支援
・御協力をお願いいたします。
•

ReLink Seminar 2021
第1回 『誕生死を経験した家族への支援ー当事者に２次的な
傷つきを経験させないために支援者に必要なことー』
講師：宮﨑 恵美（当法人副理事長）
日時：８月1８日（水）18：00～19：00
会場：Zoomによるオンライン
定員：30名程度
参加費：無料
第2回 揺れ動く子どものこころをどのように支えるか
講師：佐藤 利憲（当法人理事長）
日時：9月11日（土）10：00～12：00（養成講座同時開催）
会場：Zoomによるオンライン
定員：50名程度
注）開催内容や方法は変更になる場合があります。

たくさんの方に聴いていただきたい一曲
ReLinkテーマソング
『君が描いた絵』
作詞・作曲：菅野 潤（当法人理事）
福島市出身シンガーソングライター
揺れ動く子どものこころに、支援者が葛藤
や戸惑いを抱きながら、ありのままに受入れ、
寄り添い、見守っていくことの大切さに気づ
いていくプロセスがとても丁寧に表現されて
います。2019年3月から店頭販売が 開始
され、Amazonなどのオンラインショップでも
購入可能です。YouTubeでも配信されてお
りますので、是非ご視聴ください。
〈 編集・発行 〉ＮＰＯ法人

入会（賛助会員）について
会費：個人 1口 3,000円（1口以上）
法人 1口 10,000円（1口以上）
会員期間：入会時から翌3月まで（年度更新）
※会員特典として、当法人主催の講演会・研修会
の参加費を3,000円割引させていただきます。
また、本会報、および当法人の記念品を発送
させていただきます。

•

寄付について
個人寄付・団体寄付ともに金額設定はございません。
以下の口座へのお振込をお願いいたします。
※御寄付をしていただいた方には、本会報、および
当法人の記念品を発送させていただきます。
会員費・御寄付専用口座
【ゆうちょ銀行からのお振込】
口座記号番号 ： 02200-3-143673
口座名（漢字） ： 特定非営利活動法人 ReLink
（カナ） ： トクヒ）リンク
【ゆうちょ以外の銀行からのお振込】
ゆうちょ銀行 店名 ： 八二八（ハチニハチ）店
預金種目 ： 普通

口座番号 ： ３８５６５３６

ＲｅＬｉｎｋ

〒960-8105 福島市仲間町3-31-605
ReLink事務局 担当：宮崎
Tel：050-3550-1840 Mail：relink.ｆ@gmail.com
ホームページ http//relinkf.com
Facebook www.facebook.com/relinkf/

本ニュースレターは、令和元年度福島県赤い羽根
共同募金［地域課題解決型募金］助成事業にて
発行しております。

