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2017 年、日本では 7 月に九州北部豪雨、9 月は再上陸し北海道を縦断した台風 18 号、10 月の和歌山県で
冠水被害を出した超大型台風 21 号などで、甚大な被害を受けました。米国、メキシコを始め世界各地でも地震
やハリケーン、洪水や山火事などの災害が発生しました。被災地に近いガーディアン・エンジェルスの支部か
らは、メンバーが出向き現地で復興支援を続けています。被害に遭われた方々に、心からお見舞い申し上げます。
ごあいさつ
みなさまにおかれましては、お元気でお過ごしでしょうか。 この事件では、社会の誰もが救ってあげられなくて、無念で悔
しい思いをいたしました。
本年もご支援を賜り誠にありがとうございました。
私共では、平成 18 年から北九州市や支援者の皆様のお力添え
により「ドロップイン・センター」を開設しています。このセン
刑法犯認知件数が 100 万件を下回り、街を回っていても
わりあいに穏やかだと感じています。パトロールでは、若者 ターは、１年３６５日、午後１０時から翌朝７時まで開けており、
が集まりやすいスマホを充電できる場所や、無料 Wi-Fi が使 一晩に何度か街に出て、若者に声をかける活動を行ってきました。
開設以来、多くの若者が立ち寄り、悩みを打ち明けたり、宿題を
える場所などにも、特に目を配るようにしました。
済ませたり、自慢話を披露したり、時には家出少年や薬物乱用者
自分は普段から「まちに目をかけ、手をかけ、心をかけま など専門機関へ通報する場合もありますが、声をかけ続けると、
しょう」と言っています。最近では、声のかけ方や、対話方 寂しくなって人の温もりが欲しいときや、いざ困ったときに駆け
込んできます。
法を聞かれる場面が増えました。
大人は、少年への声かけが苦手になっているように思えま
声かけと対話は、今、たいへん必要とされる活動ではないでしょ
す。確かに街頭では、目立ってたむろする少年が減り、一人
でスマホの画面を覗いている光景が多く見られ、真剣に画面 うか。街頭でのパトロールで、同じ服装が続く少年は家出人かも
を覗いている姿は、どうにも拒絶されているようで声をかけ しれません。その場合は、「寝る場所あるの？」「ちゃんと食べて
るの？」「何かあったらセンターに来てね」と投げかけています。
にくいと聞きます。
きっと少年たちは、インターネットで深い知識を得たり、 本年も、未成年の家出少女に３か月にわたり声かけを続けた結果、
無限の可能性に心をときめかせ、多くの楽しみや喜び、とき 体調を崩したときに、わざわざセンターに助けを求めてきたこと
には悲しい思いをするなど、ネット社会ならではの経験を重 がありました。それまでにも何人もの人や団体から心配してくれ
る声かけがあったそうですが、土壇場で助けが必要になったとき
ねていると思います。
画面の中の世界までは、家族でも立ち入りにくい、何をやっ には、身体を心配し、親身になってくれたから頼ろうと思ったと
ているのかわからないことが、大人が抱く不安の一つだと思 言っていたそうです。
驚いたことにセンターのスタッフ曰く、相談などに関わった人
います。
とは一生関わる覚悟を持っていると言います。実際、人生の節目
本年発生した「座間９遺体事件」の容疑者は、１５歳から に報告に来る当時少年だった来訪者が何人もいるそうです。
２６歳までの男女の自殺に関するつぶやきを、犯行の接点に 「大人の本気度」は、確実に相手に伝わります。GA のパトロー
したそうです。深く悩む相手に優しい言葉をかけ、気にして ルでは、本気度をわかってもらえるように活動に精進してまいり
あげて寄り添う（ふりをする）ことが、いかに本人にとって たいと思います。
救いなのか、有難いことなのかを良く知っていたわけです。
本年も、たいへんお世話になりありがとうございました。
容疑者が風俗のスカウトをしていた時は、繰り返し女性に
「仕事何してるの。もっといい所紹介するよ。何かあったら
これからもご指導賜りますよう宜しくお願いいたします。
相談に乗るよ」と声をかけ、業績を伸ばしていたと新聞記事
にありました。残念なことに悪い人が声かけの効果を狙って
いました。
平成 2９年 12 月吉日
少年が公の機関に自分から相談に出向くことは、多くはあり
小田啓二
ません。時間をかけて話し相手になれる大人も限られていま
す。ですから尚更、まったくの他人でも善良な心を持つ市民
からの思いやりのある声かけや、話しかけが大切になります。
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活動報告 2017
地域安全活動

Keeping it Safe

Community Safety

街頭パトロール Safety Patrol

地域合同パトロール

住民の皆様と、地域安全、環境美化浄化、暴
力排除などの街頭パトロールに参加します。

まちでは、あいさつや声かけを行います。道案内、
救急車や消防車の交通誘導などに協力します。

防犯パトロール ・ リーダー養成講座

Citizen Patrol

Safety Seminar

住民と共に防犯パトロールや声かけを練習し、
自主防犯活動のスキルアップに努めます。

まちづくりの推進を図る活動

Event Support

イベントや地域行事のサポート
イベントや地域行事などの安全を
サポートし連携を深めます。

青少年の健全育成活動
子供安全セミナー

Kids Safety

インターネット安全教室

危険察知や危機回避ができる安全セミナーです。

北九州セイフティ ・ センター
ドロップイン ・ センター

インターネット、特に SNS の
安全な使い方を学びます。

Youth Programs

深夜のまちで声をかけ非行や犯罪を予防します。

非行や犯罪予防の講演

特定非営利活動法人日本ガーディアン・エンジェルス

スマイル ・ フラン ・ プロジェクト
コミュニティセンターのキッズ
ルームで傾聴活動を行います。

埼玉県 青少年街の応援団
巡回しながら子供や若者に声をかけ、困ったとき
には助けあえる地域づくりを行います。

〒104-0033 東京都中央区新川 1−29−13 永代橋エコピアザビルＢ−１
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私たちは 安全で 住みよいまちづくりの推進に寄与します
Profile
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団体概要

▶NPO 法人認証日
1999 年４月１９日

特定非営利活動法人
( 複数県で活動する NPO 法人の第 1 号認証 )

▶支部
２４支部（札幌、仙台、土浦、千葉、柏、松戸、川口、さいたま、
草加、所沢、港、渋谷､豊島、武蔵野、横浜、横須賀、大和、
関西、岡山、松山、北九州、福岡、久留米、熊本）
▶本部所在地
小田啓二

▶理事

▶正会員

１６４名（2017/11/13 現在） 平均年齢

▶職

員

5名

▶表

彰

▶所轄庁

４名（男性３名

462

住民による地域安全活動の支援

217

子供・青少年の育成に関する行事の支援

704

生活の安全に関する知識の普及

68

生活の安全に関する研究

72

熊本災害支援

25

合

女性１名）

計

生活の安全に関
する研究
5%

５３歳

1548
活動報告2016

東京都

内閣総理大臣賞

子供・青少年の
育成に関する行
事の支援
45%

（2006 年 10 月 11 日）

“Dare to Care! ”

Financial Report
（見てみぬふりをしない）

Joint Programs 2017 協働事業
◆青少年セイフティ・センター運営（北九州市）

住民による地域
安全活動の支援
14%

収支報告

2016.4.1-2017.3.31

収入

単位：円

入会金・会費

543,000

寄附金

8,476,362

補助金

3,532,064
16,357,670

事業収入（講演料、行事サポート謝礼等）

◆北九州ドロップイン・センター運営（北九州市）
◆インターネット安全教室（松山市安全・安心指導者派遣事業）

その他物販
受取利息及び雑収入
合

◆青少年街の応援団（埼玉県）
◆ふれあいタウン事業（所沢市）

熊本災害支援
2%
犯罪・非行を防
止するパトロー
ル
30%

生活の安全に関
する知識の普及
4%

｢第１回安全・安心なまちづくり関係功労者内閣総理大臣表彰｣

Motto

2016.4.1-2017.3.31

犯罪・非行を防止するパトロール

東京都中央区新川１−２９−１３永代橋エコピアザビル B1
▶理事長
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196,400
14,898
29,120,394

計

支出

◆草加市安全安心アカデミー（草加市）

事業費 人件費

◆八王子市防犯リーダー養成講座（八王子市）

9,074,773

その他（家賃光熱費通信交通費等）

◆桐蔭横浜大学スポーツ健康政策学科（サービス・ラーニング）

いつも応援いただきありがとうございます！

9,409,586

管理費

10,475,799

その他（法人税住民税事業税他）
合
計

140,000
29,100,158

Praying Francesca(MAMA ANGEL) Sliwa
April 10 , 1924-May 23 , 2017

創設者カーティス・スリワの母。世界中のメンバーから「ママ・エンジェル」
と呼ばれ、こよなく慕われていました。
差別のない社会、公平・平等の精神を重んじ、設立当初から組織を支え、メンバー
の良き相談相手でした。生涯をとおし GA に寄り添ってくださいました。
享年９３歳。どうぞ安らかにお眠りください。

Thank you very much!
ご寄附のお願い

みなさまからの温かいご寄附をお待ちしております！
【銀 行 口 座】 三菱東京 UFJ 銀行 赤坂支店（普）５１９０１２４
【ゆうちょ振替】 ００１３０−９−５４９２３７
【両口座名義】 特定非営利活動法人日本ガーディアン・エンジェルス
本部事務局 〒104-0033 東京都中央区新川１−２９−１３ーＢ１
www.guardianangels.or.jp

TEL:03-3523-5300

