
ANNUAL REPORT 2020

2020年度活動報告



「自分は愛されるために生まれた！」

すべての子がそう思える未来を目指して
～社会の狭間で孤立する子ども・若者を救うために～

Vision 理念
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Message ご挨拶

「あなたは愛されるために生まれたんだよ。大切な存在なんだよ。」
この1年、何度このセリフを口にしたか分かりません。

トナリビトには、親や家庭を頼りづらい若者たちが日々やってきます。
ぱっと見、何も困りごとなんてなさそうな、普通の子たちです。
その「普通」の裏に、実は驚くほど複雑な悩みや不安を抱えているから驚きます。

「よく頑張ってきたね」「よく生きてきたね」「よくここに来てくれたね」
そう言わずにはいられないのです。

このような若者たちと関わっていると、「なぜこの子がこんな重荷を負わなければいけないのか
…」と、理不尽な思いに駆られることも沢山あります。

でも人にできることには限りがあります。私たちに出来ることには限りがあります。

だからトナリビトの活動は、一人ひとりの若者が違う境遇や問題を抱えている中、一体何が彼らに
とって「ベター（より良い）なのか」…と、支援に関わる大人みんなで本気で悩み、向かい合い続
けることの繰り返しです。

その繰り返しの中で、1ミリ、また１ミリと前進していく若者たちの姿を一番近くで見ることがで
きることは、何にも代えがたい喜びであり、私たちの「愛情」の原動力なのだと思います。

2019年自立支援シェアハウスを立ち上げ、翌年2020年にはNPO法人格を取得し、ついに3年目の歩み
に突入します。社会を変えていくために、そしてこの熊本に子ども・若者たちのセーフティネット
を拡げていくために、私たちに出来る事は何か？自問し続けながら歩み続けていきたいと思います。

また1年、一緒に若者の「トナリビト」になって頂ければ幸いです。

感謝を込めて God Bless,
代表理事 山下 祈恵

代表の山下との出会いは自立支援シェアハウ
ス「IPPO」の説明会。ついに熊本でも若者支
援ができる！！あの時のワクワク感は今でも
忘れられません。

「私にも何か手伝わせて欲しい」そうお願い
してから早いもので３年、私が実務に関わる
ようになってからは２度目の春を迎えました。

悩み苦しむ子ども・若者たちに「自分は愛さ
れるために生まれてきた！」ことを実感して
もらえたら…そんな思いで、今日も真剣に子
どもたちと向き合います。

副代表理事（2020年度）
石黒 暁子

2021年度より居場所スペース
「おとなりさん」スタッフ

私は以前、幼馴染を亡くしました。自殺でした。
幼少の時から、同じような人生を歩んできて、
「なぜ彼が死ぬ選択をして、私は生きているのか？」
・・・

生きていれば苦しみは、避けることができません。そ
の時に、どのような選択をするのかは、自分自身が愛
されていることを実感すること、自分自身が大切な存
在であることに気づくことだと思います。トナリビト
で関わる若者たちには、たとえ1mmの一歩でも、すぐ
に後退してしまう一歩でも、一歩も進めず身動きが取
れない時でさえも、肯定して励ましながら、視点を前
に向け、次の一歩と向き合う勇気を養って欲しいと思
います。

いつか彼らが自分の大切な人生に気づき、
自分以外の誰かを励まし、
愛を流す人生を歩み出すことを
信じています。

副代表理事（2021年度）
渡邉 一樹
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What We Do 活動概要

居
場
所

緊
急

食
と
住

上記の５事業をまたぐ相談窓口として、居
場所スペース「おとなりさん」を運営しています。
『誰でも来れる』、『相談できる』、『人と
繋がる』をコンセプトに、様々な「困った」に関
する相談受け入れや、居場所の提供、支援
のマッチング等を行っています。

施設・里親卒業後の１～2年間、安心して
住める住居と食事を提供するためのシェアハ
ウスです。自立に際して家庭から積極的な
支援を受けられない方など、個人での利用
も可能です。

上記の居場所スペース・シェアハウスとは別に、緊急で泊るところが必要な子ども・若者の
ための簡易シェルターを用意しています。「今日寝るところがない」「ちょっと休憩したい」…
そんなニーズに答えるための宿泊専用のお部屋です。

＜トナリビトが提供している支援＞
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Statistic 数字で見る2020年度

シェアハウス
利用者数
（定員6名）

自立支援品
お譲り数

KIMONO
プロジェクト
参加者

一人暮らし支援BOX
「おとなり便」
申込数

シェルター
利用数

（2020年10月～累計）

7人

30個

22人

17人

令和2年7月豪雨
災害ボランティア
参加回数

（写真復旧作業含む）

メディア
出演回数

11回

学習支援
実施回数

141回

14回

14回

自立支援勉強会
参加者数累計

43人

自立支援に
直接関わった大人の数
（年齢層：30代～70代）

19人

就職先・職親
マッチング数

12回

新規サポーター
登録数

89人

寄付マスクの
配布団体数

18団体
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１．自立支援 これまで支援した
若者の数

11人

自立支援に
直接関わった大人の数
（年齢層：30代～70代）

19人

一緒に生活する

一緒に楽しむ

人と繋がる

シェアハウスでは一緒にご飯を食べ、一緒に過ごす時間を大切にします

支援する若者たちの「やりたい！」を大人も一緒に楽しみます

色んな世代と沢山の「ななめ」の関係を
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自立支援シェアハウスIPPO

32%

26%

32%

児童養護施設卒業生

児童相談所（一時保護所）

本人からの相談

障がい者施設からの自立

保護者からの相談

【入居相談元内訳】

★特徴：IPPOでは現在、社会的養護出身者に限らず、
「親を頼れない」15-23歳の若者を幅広く受け入れています。

相談窓口・居場所スペース「おとなりさん」

2020年10月に新たな支援の受け皿として、「おとなりさん」をオープンしました！

コロナ対策用物品も設置 イラスト講座も始めました！
※熊本善意銀行様からの助成

親を頼れない若者や、居場所が必要な若者の受け皿として成長していければと思っています。是非お気軽にお立ち寄りください♪

【2020年4月～2021年3月度入居者内訳】

児童養護施設からの自立：3名

児童自立支援施設
からの自立

一時保護所
からの自立

生活保護から
一人暮らし移行

親のDVから
一人暮らし移行

19歳23歳15歳16歳

18歳 19歳 18歳

臨時宿泊用の個室も♪

くつろぎスペース 自習スペース マンガ喫茶コーナー

フリースペース 休憩スペース ピアノスペース

飲み物やちょっとした軽食（インスタント
ラーメンなど）が無料で利用できます

机ごとに仕切りがついていて一人で集中し
て勉強できるスペース

幅広い世代のマンガ完備！おもいっきり
没入してリフレッシュ♪

裁縫や図工道具があったり、ゲーム・映画
もみれるスペース

ちょっと休みたいときに使える休憩用ベッド
があります♪

グランドピアノが自由に弾けるスペース♪
楽譜もあります
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★特徴：勉強を教えることは勿論ですが、週に1回1時間じっくり向き合う
メンター的な役割を大事にしています。また本人の希望に応じて、授業外
の時間に一緒にお出かけしたり、学校のイベントに参加したりしています。
児童養護施設を卒業しても「気軽に相談できる相手」「信頼できる相手」
で居続けられるよう、関係づくりを大切にしています。

熊本市内の児童養護施設にてマンツーマン家庭教師のボ
ランティアを行っています。保護者や施設の「縦の関係」だけ
でなく、家庭教師と生徒で「斜めの関係」を作ることで、施
設退所後の孤立を防ぐことにもつながると考えています。

新型コロナウイルスによる自粛期間中も
施設のご協力によりオンラインで授業を続けることができました！

2．学習支援

3．就労支援 × 「職親ネット」

家庭を頼りづらい若者たちの中には、進学したいけど働かざるを得ない…就
職したものの続かない…再就職をどうすればいいか分からない…生活費が
尽きてしまい就職活動ができない…など、「働く」ことに躓いてしまうケースが
少なくありません。

【トナリビトで受けられる支援】
①求人の探し方・ハローワークの利用方法
②履歴書の書き方＋添削
③面接の準備＋模擬面接

その他、必要に応じて面接に同行したり、
「職親ネット」から職親のマッチング・紹介も行っています。

児童養護施設や里親などを卒業した若者や、
様々な理由で自立に際して保護者からの支援
が得られない若者の「働く」を応援する就労支援
ネットワークです。

「職親ネット」では家庭の事情に理解がある事業
所と働きたい若者たちを繋げるお手伝いをしてい
ます。また一度就職したがやむを得ず退職となっ
た場合でも、次の就職先に繋げるサポートを行
います。現在、農業、美容室、土方、スーパーな
ど、様々な職親さんたちが集まっています♪
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４．普及啓発

５．支援者育成

支援者が育つためには？
そして、支援者が倒れないためには？
支援者を守る・育てる熊本へ！

親を頼れない若者の支援はまだまだ全国的にも受け皿や支援団体が少ないた
め、閉鎖的だったり、相談先も少ないことから、支援者自身がバーンアウトしてし
まったり、メンタルを病んでしまったり…ということが少なくありません。

継続的な支援体制を作っていくためにも、児童養護や自立支援に関わるスタッ
フの育成・ケアを目的に、自主勉強会や交流の場を積極的に設けています。

【2020年度の勉強会概要】

5/31: 児童養護にかかる行政・児童相談所の体制
7/26: 子どもとのかかわり方
9/27: 性（生）教育について～妊娠SOS相談の経験から～
11/29: 発達障害～神経発達症群～

自立支援勉強会
参加者数累計

43人

若者のためのシェアハウスの
全国ネットワークも
立ち上がりました♪

支援のスタートは「まず知る」ことから！
2020年度前半はコロナや水害などの影響で広報を控えていましたが、
後半はニュースレターの送付や講演活動等を再開することができました。
またラジオ、新聞、テレビに計11回取り上げられました！

新規サポーター
登録数

89人

寄付サポーター募集キャンペーンを実施しました！
2/15～3/31にかけて実施したキャンペーンでは
沢山の出会いを頂き、感謝でした！！
皆様のご協力ありがとうございました！！

自立支援勉強会
参加者数累計

43人

メディア
出演回数

11回
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児童養護施設等を毎年3月に卒業する子たちに
年2回、食料品などの一人暮らし支援BOXを送
ろう！ということで、「おとなり便」を始めました♪

2020年度卒業生向けの「おとなり便」は熊本善
意銀行さまからの助成で資金面をサポートしてい
ただけることになり、箱の中には困った時のためのイ
ンスタント食品や、タオル、生活日用品などに加
え、今回豪雨災害で被害を受けた坂本町のお米
を支援も兼ねて40袋購入し、一緒に詰めさせて
頂きました。

また施設の職員の方々に、ひとりひとりに合わせた
一品を申し込み時に選んでいただき、「この子には
コーヒー、この子には堅揚げポテト…」といった形
で、その子の好きなものを一品ずつ詰めることに。
保育士のスタッフが手作りのカードを作ってくれたり
と、受け取った子が少しでもほっこり♨️できるよう
に！とみんなで考えながら準備しました♪

児童養護施設等卒業生向け支援

一人暮らし支援BOX「おとなり便」

2019年度から始めた自立支援品の無料お譲り会
♪今年度からは施設卒業生が自分で直接お譲り
品を選べるように、専用サイトをオープンしました！

地域・サポーターの皆様からご寄付頂いた一人暮ら
し用の家具家電や衣類などを、卒業生たちにおゆ
ずりすることが出来ました。

自立支援品おゆずり会
昨年度
3施設
5名

今年度

5施設
14名

自立支援品
お譲り数

30個

専用サイトをオープンし、児童養護施設、児童自立支援施設、
母子生活支援施設、児童相談所に公開しています。
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＜＜2020年度の事業外活動＞＞

マスク配布 ＆ 令和2年7月豪雨災害ボランティア

2020年度は新型コロナウイルス感染拡大や令和2年7月豪雨災害で、熊本は多大な影響を受けました。
私たちの「日常」が制限され、変化していく様子を目の当たりにし、通常の活動外でも地域に向けてトナリビトが出来る事はないか
と自問し続けました。そんな中、想定外のご縁やご寄付を頂き、法人メンバーやシェアハウスの入居者たちが協力して、マスクの配
布や被災地での災害ボランティアに行くことができました。

寄付マスクの
配布団体数

18団体

一般社団法人あおい福祉AI研究所様からご寄付頂いたマスク5000枚を地域の医療機関や子ども食堂など計18団体に配布

現地での
ボランティア回数

11回

写真復旧作業
ボランティア回数

3回

九州キリスト災害支援センターを拠点として7-9月の毎週水曜に法人メンバー・シェアハウス入居者で災害ボランティアに参加

人吉で泥水に浸かった写真の復旧ボランティアにも手上げし、熊本ベテル教会と共同で復旧作業を行いました！
シェアハウスから女の子メンバーが参加し、思い出の詰まった写真を一つずつ手洗いし、綺麗にしていきました♪

児童養護施設「慈愛園」の林田園
長先生や子どもたちと一緒に坂本に
もボランティアに行きました！

初めて熊本での災害で、ボランティアで土砂にのまれた家をみたときは、
とても悲しくもなったし、びっくりしました。家を解体する作業は楽しかったです。
一緒に作業している人たちも良い人で、昼ごはん食べるときとても賑やかでした。
また機会があったら行きたいです。（のぶひろ、19歳男性）

写真復旧ボランティアに参加しました。他の家族の写真をこれまで一度も見たこと
がなかったので、とても新鮮でした。会ったことのない人の写真を見ていると、その
人の人生のストーリーが見えて面白かったです。その人の一生の思い出がこれから
もずっと残れば嬉しいです。（ちぴ、20歳女性）
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＜＜2020年度の事業外活動＞＞

KIMONOプロジェクト

私たちが支援している若者たちの中には、
0歳から施設で育ち家庭を頼れない子や、
家庭の経済状況が厳しい子など、
晴れ着を着たくても着られない子がいます。

一生に一回の人生の節目を、
祝ってもらえない子たちがいるのです。

そんな若者に晴れ着での写真撮影をプレゼントしたいと2020年に始まったのが、

このKIMONOプロジェクトです。

私たちがこのプロジェクトを通じて伝えたいこと・・・それは、

すべての参加者が「愛されるために生まれてきた」こと、
「大事にされるべき存在だ」ということです。

着物選び

▼

ネイル

▼

ヘア・メイク

▼

着付け

▼

写真撮影

プロジェクト
参加者

（新成人等）

17人
40着超のお着物から着たいものを選びます

選んだ着物に合わせてネイル♪

プロの美容師さんたちによるヘアメイク

いよいよ着付け！着付け後には毎回歓声が♪

水前寺公園に移動してプロによる写真撮影

ひとり親

37%

施設卒業生

19%

障がい

19%

経済的理由

12%

母子支援

施設

13%
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Relationship 他施設／団体間の見学・訪問など

Accounting Report 会計内訳

見学受入・
訪問回数

36回

普及啓発と合わせて、「顔の見える関係」「人と人が繋がる関係」を作っていくために、2020
年度も沢山の方々が見学にお越し下さり、また私たちも訪問活動をすることができました！
新型コロナウイルスの影響で予定通りの活動はできませんでしたが、その中でも繋がってくだ
さった皆様に感謝いたします。

【見学・訪問】 ※一部抜粋
県内児童養護施設、縁側CAFELUPINUS、合志マンガミュージアム、NPO法人ほっぷすてっぷ（宮城県
仙台市）、熊本大学法学部ゼミ（講義）、就労移行支援カレッジRin、児童家庭支援センター『オリーブ
の木』、県内障がい者関連施設、熊本県弁護士会、行政関係者など

県内の各メディアにも沢山ご協力頂き、トナリビトの活動を知って頂く貴重な機会となりました！
（熊本日日新聞2回、RKK2回、KKT2回、TKU1回、その他ラジオなど）

民間助成金

35%

単発寄付

31%

サポーター会費

21%

事業収益

13%

物件維持費

50%

人件費

26%

食費・消耗品

20%

収入 支出

年間3000円以上の
サポーター数

2019年度末51名
▼

2020年度末140名

家賃・光熱費・
インターネット代など

シェアハウス食材購入
費・日用品・家具など

2020年度は災害ボラ
ンティア活動に対する
寄付やコロナ関連寄付
を含め、116名の方よ
りご寄付を頂きました

WAM助成
熊本善意銀行

シェアハウス管理人
人件費
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Supporters サポーターの皆様

【サポーター企業】 ※2020年度にご支援を頂いた企業様（支援順）

【KIMONOプロジェクト2020協力店・団体】

Special Thanks 2020 サポーター様紹介

トナリビトが2020年も活動を続けてこれたのは、立ち上げの時から変わらず支え続けてくださるサポーターの皆様のおかげです。
サポーター会員・賛助会員の皆様、サポーター企業の皆様、定期的に食料品を送ってくださる方、また助けが必要なときに駆
けつけてくださるボランティアの方など、いつもトナリビトを心に留めてくださっているすべての皆様に心から感謝申し上げます！

トナリビトが使用している物件のインターネットを、2020年にす
べて無償で整備して下さったり、シェアハウス入居者の相談役と
して若者たちに向き合って色んな話をして頂いたほか、多額の
寄付金を頂きました！

個人サポーター
M様

個人サポーター
木下様

荒尾にあるバイクショップ「JESUS CYCLE」のオーナー。
経済的に苦しいシェアハウス入居者に無償で原付の
スーパーカブを貸し出してくださっています！

企業サポーター
株式会社木村建設様

「若者に腹いっぱい食べさせてほしい！」と、毎年大量の食料
品を送ってくださっています！お米やお肉が沢山届いたときは
入居者たちも大喜びです♪個人サポーター

U様

ご自身で経営されるベーカリーから
毎月美味しいパンを沢山送ってき
てくださいます！入居者たちも毎
月楽しみに待っています♪

×

くまもと未来創造基金（おもやい）

宮原さん×Syncable

法人として成長するためにセミナー
や日々のやり取りの中で沢山のご
助言を頂いています！2020年度
末にはSyncableさんのご協力の
もと、初となる寄付キャンペーンを
実施することができました！

蓮田太二先生（慈恵病院理事長兼院長）

2020年10月にお亡くなりになった蓮田先生に初めてお会い
したのは中学生のナイストライの時。

子どもの福祉の課題に立ち向かう
熊本の大先輩として、最初にIPPOを
立ち上げたときにも先生に沢山相談
させて頂き、励まして頂き、背中を押し
てもらいました。

感謝を込めて（代表理事 山下）
2019年11月

日韓CEO交流会にて

幸の会

牧内科循環器
科医院

秋田毎日
キリスト教会

※このほか、匿名希望の企業様や、沢山の個人サポーターの皆様からご寄付や物品・食品・家具家電等を頂いています。

＜トナリビトのサポーター制度＞ ※詳細は次頁QRコードより公式サイト等をご覧ください
●マンスリーサポーター：月1,000円からご寄付頂けます
●賛助会員：個人会員▶年会費一口3,000円から／法人会員▶年会費一口30,000円から
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Message
シェアハウス入居者＆トナリビトスタッフより

NPO法人トナリビト
TEL：090-8409-6565
相談用LINE ID：tonaribito.net →
公式サイト：https://www.tonaribito.net/

公式サイト 寄付・会員登録 Facebook Instagram

日々の様子はSNSで配信中！



Love
Your
Neighbor
As
Yourself

Matthew 22:39


