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社会的養護の当事者グループ全国ネットワーク こどもっと

「こどもっと」は社会的養護の当事者グループ全国ネットワークで、児童養護施設や里親家庭

で暮らしたことのある人たちが中心になって活動するグループが結成した、当事者を応援する

全国的な団体です。2010年4月に発足。全国の社会的養護で育つ子どもや社会的養護で暮ら

した人が安心して生活するために力を合わせて活動しています。

このピア・キャンプのほかに定例会を開き、各団体の活動情報の交換や国内外から講師を招

いての研修なども行っています。

☆「こどもっと」の目指すもの

全国の社会的養護の当事者グループの連携をとおして、当事者が元気になり、

・それぞれのグループの活動をさらに活性化させる。

・他のグループの活動への理解を深め、助け合う。

・当事者にとって望ましい援助、制度を考え、多くの人に知ってもらう。

☆「こどもっと」参加グループ 2015年1月現在

栃 木 社会的養護の当事者自助グループ だいじ家

東 京 ふたばふらっとホーム

千 葉 社会的養護の当事者参加民間グループ こもれび

愛 知 社会的養護の当事者推進団体 なごやかサポートみらい

京 都 COLORS

鳥 取 レインボーズ

事務局
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ピア・キャンプ 2014

「こどもっと」が「高校生と当事者スタッフが全国の仲間と出会い、富士山のふもとでいっしょ

に楽しみ、自信や希望をたくわえ、心がもっと元気になること」を目指し、2014年10月11日、12

日に、静岡県立富士山麓山の村でピア・キャンプを開催しました。

「こどもっと」のキャンプの考え方
★なぜ「こどもっと」でキャンプをするか

① 全国から集まった高校生が、他の地域の高校生との交流をとおして、自分自身のことや

日頃の生活を振り返り、新たな気持ちで未来に向けて歩むことができると考えるからです。

② 社会で自立して暮らす各地の当事者スタッフが高校生とふれあうことで、自立心と未来を

切り拓く力を高校生に育むことができると考えるからです。

③ キャンプという非日常の楽しい場を活用し、参加者の関係性を深め、①②のことを限られ

た時間の中で効果的に実現できると考えるからです。

★キャンプでの当事者スタッフとは

① 「施設などで育った経験のある大人」と接する機会の少ない高校生にとって、将来の自分

の姿を思い描くためのモデルとなる存在です。

② 高校生が施設などを出て、これから経験することを既に体験した先輩として、高校生に寄

り添い、安心感や希望を与える存在です。

★キャンプ中スタッフが大切にすること

① 高校生の未来を切り拓く力を育みます。

キャンプ全体をとおして、このことを意識し、一人ひとりと向き合い、語り合うことを大切にし

ます。

② 高校生に楽しんでもらいます。

楽しい時間を一緒にすごし、高校生一人ひとりと関係を作ります。

③ 高校生の体と心にケガをさせないよう、十分に配慮します。



☆今年のピア・キャンプとプログラム

2014年度のピア・キャンプは、10月11日、12日に、静岡県立富士山麓山の村で実施。参加者とス

タッフで合せて約30人が参加しました。例年通り、2泊3日のプログラムを予定していましたが、台風の

接近に伴い、安全を考慮し、1泊2日に短縮して実施しました。

また、今回のキャンプでは、参加するみなさんの安全や安心をより確かなものにし、こどもっとならで

はの質の高いキャンプを実施するために、静岡県キャンプ協会のみなさんにご協力いただき、一緒

にキャンプを行いました。

実施したプログラム

12:30 新富士駅到着・集合
12:45 新富士駅出発（バス）
13:45 山の村到着
14:00 開村式
15:10 グループ活動（多目的広場）
15:40 アイスブレーキング
17:00 夕食・カレー作り（野外炊飯棟）

クラフト＆トーク
19:30 入浴、グループごとに交流
21:30 就寝

6:30 起床
7:00 朝の集い
7:45 朝食（野外炊飯棟）
9:00 「あなたの声、あなたのこと

みんなのこと」
グループ新聞作り

11:20 掃除
11:45 閉村式
12:15 昼食
13:00 バス乗車・出発
14:30 新富士駅着・解散

２日目（１０月１２日）

１日目（１０月１１日）

予定していたプログラム

12:30 新富士駅到着・集合
12:45 新富士駅出発（バス）
13:45 山の村到着
14:00 開村式
15:10 グループ活動（多目的広場）
15:40 アイスブレーキング
17:00 夕食・カレー作り（野外炊飯棟）

クラフト＆トーク
19:30 入浴、グループごとに交流
21:30 就寝

6:00 起床
6:30 朝の集い

朝食（野外炊飯棟）
9:00 ナチュラルアクション

ラフティング
13:40 昼食
16:30 グループ活動（野外炊事棟）

野外炊事 ＢＢＱ
20:00 入浴
21:45 就寝

6:30 起床
7:00 朝の集い
7:45 朝食（野外炊飯棟）
9:00 「あなたの声、あなたのこと

みんなのこと」
グループ新聞作り

11:20 掃除
11:45 閉村式
12:15 昼食
12:45 バス乗車・出発
14:30 新富士駅着・解散

３日目（１０月１３日）

１日目（１０月１１日）

２日目（１０月１２日）



「仲間や先輩と語ろう～未来に向けて」をプログラムの中心に位置付けて実施

ピア・キャンプでは、①高校生が楽しむこと、②高校生同士や当事者スタッフがじっくりと

語り合うこと、③そのために、少人数の班でプログラムを行うことを大切にしています。

昨年度からは、参加者がゆっくりと気持ちを話し合ったり、分かち合ったりするための活

動として、「仲間や先輩と語ろう～未来に向けて」を行っています。

今年も、同じような体験をしている仲間や先輩と一緒にキャンプを過ごし、関係を深め、

日頃の暮らしの中で話しをする機会が無かったり、話しをし難かったりすることを、安心し

て話し合えるよう、全体のプログラムを検討し、準備を進めてきました。

今回は、それぞれが安心して参加できるよう

に、右の4つのルールも設定しました。

また、スタッフが、キャンプ中の様子を踏まえ

て班ごとに用意したカードを使い、話をしやす

いように配慮しながら、参加者一人ひとりが気

持ちを語り、互いに耳を傾けることができるよう

に、意識して進行しました。

それぞれの班では、将来の夢や不安、自分

自身のルーツや学校での悩みなど、さまざまな

想いが分かち合われました。

守って欲しいこと、ルール
・話したくないことはパスができ
るよ。

・話している人がいるときは、
しゃべらずに聞こう。

・メンバーを悪く言わない。
・メンバーのプライベートな話は、
他の人には秘密にしよう。



1班（THEメガネ）のピア・キャンプ

「本当に行って良かった！」この一言でピアキャンプを終えることができました。台風の影響
で1泊2日になってしまいましたが、その中で高校生たちはおもいっきり楽しみ、何かを体得し
ていたように感じています。言葉では言い表せない何かを・・・。
何をやるにもとにかく笑いの絶えない元気なグループで、男女もとても仲良しでした。野外

炊飯では一人ひとりが本当に良く動いていたし、重なり合っていた印象を受けました。
子どもたちの声を聴くというところでは高校生たちの正直で素直な想いを聴かせてもらってと

ても勉強になりました。また、逆にパワーをたくさんもらい、勇気づけられました。
今後の自分たちの当事者活動に活かしていきたいです。楽しい時間をありがとうございまし

た。えびちゃんは来年も行きたいぞ！！

◆高校生の感想 （要旨）

• みんなでワイワイさわいで野外炊事を行うのが楽しかった。
• ごはんがきれいに炊けたし、話もいっぱいできたから楽しかった。
• 同じように辛い経験をしている人と話ができてよかった。
• 野外炊事はみんなで協力したから楽しかった。
• 他の県の人の話を聞けて、とってもよかった。
• アニメやマンガなど色々な話で盛り上がったから楽しかった。
• こんなに楽しかったのは久しぶりすぎて嬉しかった。また来年も参加します！絶対！
• 「仲間や先輩と語ろう」で班のみんなのことがよく分かったし、みんなが私のことも分かってく
れた。

• 普段、児童養護施設や里親家庭で暮らした人との交流の機会がなかったから余計に楽し
かった。

• 今回、台風のせいでできなかったラフティングがしたい。星を見たい。
• 話し合いの時間で色々なことが知れたから楽しかった。
• 夜寝るときは班にこだわらず他の班の人と一緒に寝るようにしたらいいと思った。
• 次回のキャンプは暑い日がいい。
• 次回のキャンプもまた楽しくできたらそれでいい！
• 自分ができることはしたいから当事者活動に参加したい。
• 将来の夢が分からないので、当事者活動に参加したいかは不明。

蛯沢光





2班（おいでやすぅ～）のピア・キャンプ

★1日目
地域ごとに移動し、新富士駅で全員が集まったピアキャンプ初日。
自分は関東組と一緒に新富士に向かったのですが、東京駅で迷子になる高校生が出るな

どハプニングの連続！ それもまた一興です。地球から台風のプレゼントまで頂き、2泊3日が
1泊2日になるというおまけ付きでした。
これまでのキャンプに参加したことのある高校生が中心になって、初めての参加者と一緒

に盛り上げてくれたお陰で初日から良い雰囲気でした。
初日はオリエンテーションに続き野外炊事と忙しいプログラムでしたが、各々役割を見つけ

て分担しながら進めてくれました。時間通りに『いただきます』ができたのはチームワークのた
まものです。

◆高校生の感想 （要旨）

• 施設ではできなかったことができて楽しかった。
• みんなでご飯を作れたからおいしかった。
• 野外炊飯ではひたすら切っててとっても寒かったけど、みんなで役割分担してとっても楽し
かった。

• 話し合いの時間では、みんなの思っていることが分かった。ためになった。
• みんなそれぞれの考え方や暮らし方が分かってよかった。
• 話し合いを通して、1日目と違って2日目は仲良くなれた。
• みんなの話を聞いていて、いろんな事情があってびっくりした。
• みんなと友達になれたから楽しかった。
• みんなの考えなどを聞いて共感できたことがたくさんあった。
• 次回のキャンプは台風がなくて2泊3日行きたいです。
• ずっと楽しかったです。
• 次回のキャンプではラフティングができたらいいと思います。
• 上下関係がなくてよかった。
• 全体で遊びたいと思った。グループ活動も楽しかったけどみんなで遊びたかった。
• フリースタッフなどを見て当事者活動に参加したいと思った。
• 当事者活動に参加する場合、フレンドリーに高校生と話をする自信がない。そうした壁を感
じるため当事者活動に参加したいかは、分からない。

• 自分のためになるかも。だから当事者活動に参加したい。

★2日目
朝、みんながパッと起きるなり、荷物をまとめ始めるなど感心の連続。
朝食の後、キャンプのメインイベントでもあった「座談会」を行い、自分達の考えや想い、普

段は話さないようなことも沢山話してくれました。
みんなが話をしてくれるかどうかと心配でしたが、みんなの「声」が聴けて、凄く嬉しかった

です！
話した内容に良い悪いはありません。みんなが話そうとしてくれたこと、話を聞いてあげた

いと思ってくれたこと、それが何よりも大切です。
あの時に感じた気持ちを一人ひとりが大事にしてくれると翼は信じています。
出逢ってからの期間や時間ではなくて、どれだけ本気で向き合えたか、どれだけ相手のこ

と想えたかだと思うので。こわがらないで本音でぶつかっていこう！必ず解ってくれる人がい
るから。
みんなは一人じゃない。俺たちは『仲間』だ！

成長した『おいでやすぅ～』のみんなにまた逢えるのを楽しみにしています。
成田翼





◆高校生の感想 （要旨）

• 野外炊事でみんなと協力できたから楽しかった。
• 野外炊事をみんなが真剣にやっていて、みんなやればできるんだな、自分も意外とやれるなと
思った。

• 話し合いの時間ではいろんな人の話を聞けたり、自分にとっていい時間だった。
• みんなの事情や考えていることを知ることによって勉強になり、いい収穫になった。
• みんなが仲良く話し合いに参加していて楽しかった。
• 同じ状況の中で、みんな言っていたが「今の楽しいことがあるのは親が産んでくれたから」
という言葉に共感した。

• 色んな人がいてよかった。
• 色んな人と出会えて楽しかった。
• 次回のキャンプではキャンプファイアーと花火を楽しみにしています。
• キャンプファイアーなど今年はできなかったことを来年はやりたい。
• ラフティングがしたい。
• もっと長くてもよかったけど台風で残念！
• カウンセラーの人がいてよかった。
• 役に立ちたいので当事者活動に参加したい。
• 自分の体験を話して後輩の役に立ってもらいたい。それが次々と繫がっていくと思う。
• 自分が経験したことをみんなに話したい。
• もっと色んな人の話を聞いてみたいから当事者活動に参加したい。

3班（ジバニャンヒーロー）のピア・キャンプ

ピアキャンプに参加さていただいた経験は、自分にとって、とても勉強となるものとなりました。
私はこのピアキャンプに参加するのは初めてで、スタッフの中でも最年少なこともあり、不安が

たくさんありました。しかしキャンプが進む中で自分にとっての「学び」となるところが多くあり、とて
も充実した経験でした。
台風の影響を考慮してのキャンプの短縮に伴い、当初予定していたキャンプファイアーやラフ

ティングなどができなくなり、とても残念でしたが、それでも野外炊事での食材の準備や火起こし
など、みんなが悪戦苦闘しながらも作った料理はとても美味しいものとなりました。
「あなたの声、あなたのこと、みんなのこと」では、養育者、社会、自分のことについてみんなで

話し合いそれぞれが真剣に聞いている姿勢がとても印象に残っています。
「子どもたち」といっても高校生であり私と2つしか年が変わらないみんなでしたが、遊ぶ時は遊

んで真剣に取り組む時は取り組むというメリハリのよさにびっくりさせられました。年齢がスタッフ
の中で一番近いということもあってか、みんなと一緒に楽しく遊ぶことが出来ました。
今回のキャンプでは「みんなの声」を聞くというのが第一のテーマでした。「みんなの声」を聞く

ことは思っていたよりすごく難しいことであり、どこまでできるかと心配でしたが、みんなの協力の
おかげでよい時間を過ごすことができました。また、キャンプをとおして班のみんなやスタッフ同
士の絆を深めることもできたと思います。
台風の影響で短い期間のキャンプでしたがとても貴重な体験であり今回のキャンプで学んだこ

とを次のキャンプに活かしていきたいと思いました。

田井中優





参加した高校生とスタッフの役割

高校生 スタッフ
名前 性別 地域 部屋 名前 性別 地域 部屋
Ｈ.Ｉ 男 千葉 ぶな4 蛯沢光 男 名古屋 ぶな4
Ｒ.Ｉ 男 東京 ぶな4 中神真紀子 女 静岡 もみ1
Ｙ.Ｆ 男 栃木 ぶな4

1 Ｙ.Ｂ 男 東京 ぶな4
Ｃ.Ｉ 女 栃木 もみ1
Ｋ.Ｋ 女 神奈川 もみ1
Ｙ.Ｓ 女 愛知 もみ1
Ｙ.Ｏ 男 東京 ぶな1 成田翼 男 東京 ぶな1
Ｈ.Ｙ 男 埼玉 ぶな1 野村公紀 男 静岡 ぶな1

2 Ｋ.Ｏ 男 京都 ぶな1
Ｎ.Ａ 女 千葉 もみ3
Ｒ.Ｕ 女 埼玉 もみ3
Ｈ.Ｉ 女 栃木 もみ3
Ｊ.Ｉ 男 栃木 ぶな5 田井中優 男 名古屋 ぶな5
Ｋ.Ｓ 男 東京 ぶな5 前沢桂子 女 静岡 もみ4

3 Ｋ.Ｉ 男 三重 ぶな5
Ｒ.Ｓ 男 東京 ぶな5
Ｓ.Ｋ 女 名古屋 もみ4
Ｍ.Ｎ 女 埼玉 もみ4

フリースタッフ 伊達昭 男 京都 ぶな3
キャンプがスムーズに運営されるように準備をするスタッフ 塩尻真由美 女 栃木 もみ3

佐野優 女 千葉 もみ3
鳥海大督 男 東京 ぶな3

プログラムを進行するディレクター 太田正義 男 静岡 ぶな3
キャンプの責任者 福田年之 男 東京 ぶな3
備品の管理などをするスタッフ 中村宣人 男 東京 ぶな3
ゲスト 伊藤ヒロ 男 ハワイ ぶな3



ピアキャンプを終えて

こどもっと 代表 佐野優

今年のピアキャンプには栃木県、埼玉県、千葉県、神奈川県、東京都、愛知県、三重県、
京都府から19人の高校生が参加してくれました。

昨年に続き、今回も台風の影響を受けてしまい、１日短縮してのキャンプとなってしまいまし
たが、充実した時間をみなさんに過ごしてもらうことができたと感じています。また、私たちに
とっても実りある、キャンプとなりました。

高校生にとって、同じ社会的養護で暮らす他の地域の仲間と過ごす時間は、刺激的なもの
だろうと思います。

私たち施設などの経験者にとっても、みなさんとの出会いは刺激的です。

私たちにとっては、このキャンプは、今、社会的養護で暮らす子どもたちと出会い、私たちが
みなさんから学ぶための機会でもあります。

こうした学びをとおし、多くの人に社会的養護を正しく知ってもらい、望ましい援助、制度を
一緒に考えていけるよう、私たちが社会に向けて発信をしていきたいと思っています。

今後も、ピアキャンプを継続するとともに、さまざまな活動を、展開してまいります。

最後に、このキャンプは多くの方々のお力添えがあってこそ実施できております。ご支援、
ご協力をいただいた皆様に心から御礼申し上げます。ありがとうございました。



社会的養護の当事者活動とピアサポート

当事者活動は、児童養護施設や里親家庭などの社会的養護を巣立った人たちによる支え

合いです。こうした同じような経験をした人や同じような立場の人によるサポートを「ピアサポー

ト」と言います。

当事者活動では、同じように社会的養護で育った先輩たちが、「当事者」であるという強み

を活かして、経験した喪失や苦しみ、悲しみ、喜びなどを安心して共有できる場や機会を作っ

ています。先輩たちは、自分自身の体験を語り、「あなたの体験や今の状況は、一人で抱え込

まなくてもよい」、「自分の体験は、話しても良いものだ」と、伝えることができます。子どもや若

者も自分自身のストーリーを語ることで、過去や今の自分を少しずつ整理していくことができる

でしょう。

多くの当事者団体は、一緒にバーベキューをしたり、ハイキングなどのスポーツをしたりと、

余暇活動を取り入れています。さまざまな感情や事情を共有できる当事者と過ごす多様な時

間は、一人ひとりを力づけるものになっています。

しかし、こうした活動に参加できない若者もいます。生活の状況が困難を極めていたり、自

分の暮らしを良くすることに意欲を持てなかったりするなど、孤独の中にいる場合です。フェイ

スブックやライン、Eメール、電話などを使って、こうした若者や子どもたちとのつながりを継続す

ることも、地道ですが必要な私たちにできるサポートです。

こうした当事者活動は、「ただ集まっているだけ」、「一緒にご飯を食べているだけ」、「おしゃ

べりしているだけ」といった批判を受けることがあります。しかし、社会的養護を巣立った人たち

には、安心してそうしたことのできる場が無いという深刻な問題も、社会には知って欲しいと私

たちは考えています。

2014年5月に行ったこどもっとの総会では、社会的養護の未来について当事者活動をする

メンバーで意見を交換しました。その中で、「将来、『社会的養護で育った子ども』という言葉が

無くなって欲しい」という発言がいくつもありました。

当事者活動は、現状の養育を単に批判したり、「かわいそうな、恵まれない子ども」という考

えを社会に広めたりする活動ではありません。社会的養護を多くの人にとって身近なあたり前

なものにしていく活動とも言ってよいでしょう。

当事者活動の前提は、当事者が中心になって考え、決定することです。とはいえ、一般の

人を排除するものではありません。こどもっとには、自分を育ててくれた施設職員などに感謝の

気持ちを持ちながら活動している人が多くいます。恐らく、多くの当事者がそうした気持ちを

持っていることでしょう。今の私たちの活動も様々な立場の人に支えられてのものです。そんな

支えてくださっているみなさんへの感謝を申し上げるとともに、より多くの方のご理解とご協力を

お願いいたします。

〈参考資料〉



2014年9月

社会的養護の当事者グループ全国ネットワーク「こどもっと」 マニフェスト

このマニフェストに共感した全国の“社会的養護の当事者団体”が連携するネットワーク組

織が「社会的養護の当事者グループ全国ネットワークこどもっと」です。

Advance Environment

私たちは、子どもの声を受け止めるさまざまな環境をつくるために行動します。

・“子どもの声を受け止める”ことは、困難な状況を生きる子どもたち一人ひとりに寄り添うた

めに、もっとも大切です。

・社会的養護で暮らす中には、自分の人生をあきらめてしまう子どもが少なくありません。声

が受け止められる経験を重ねることで、自分の未来に希望を持ち、一人ひとりが将来にわたっ

て自分らしく生きられると私たちは考えています。

・子どもの声は、子どもから見た社会的養護の真実です。この真実は、そこで暮らす子どもに

対する正しい理解、差別や偏見の改善、必要な支援の構築を導き、また、次なる“子どもの

声”を呼び起こす力になるでしょう。

・子どもは、親や支援者とともに生きています。私たちは、子どもがより良く暮らすために、親

や支援者の声を受け止める機会も大切にします。

Advance Education

“自分は大切なんだ”と子どもたち一人ひとりが知るための教育を大切にします。

・社会的養護での暮らしは、さまざまなことを子どもにあきらめさせるものではありません。社

会的養護で暮らす子どもも、一般家庭の子どもと平等の権利を持っています。そのことを知

り、その権利が実際に活用できるように、子ども自身や周囲の人への教育が必要です。

・子どもの権利条約を、多くの人が学ぶことが大切です。

・子どもが、社会的養護のことや受けられるサポートを学ぶ教育も必要です。これは、“将来”

の見通しを持つことに役立ちます。自分の未来のイメージを持つことは、安心して自分の人

生を生きるために必要なことです。

・そして、支援者が子どものために力を発揮できるように、支援者が子どもと向き合うスキル

や知識を得るための学び（教育）も必要です。

Advance System

日本の子どもとその家族が安心して自分の人生を選択して暮らすために、私たちは制度を向

上させ、社会的な資源を充実させるために行動します。

・“あるべき制度”はそこで暮らす子どもの声に耳を傾けることで明らかになります。私たちは、

子どもたちの声を聴き、それを社会に発信していきます。

・また、子どもの声は、支援者や親がその力を発揮するための制度や必要な手立ても明らか

にすると私たちは考えています。

〈参考資料〉



こもれび（千葉）
数多くではなく、自分たちの周りにいる
人たちとどれだけ寄り添えるかを大事
に活動をしています。lineや電話での繋
がりや寄り添いを無理なく実施中☆

だいじ家（栃木）
気軽に集まれる場所（サロン）作り、就業・
生活・交友関係に関する相談支援、食事作
りなどのレクリエーション活動、施設の生活
改善にむけて取り組みを行っています。
「だいじけ」は栃木弁で「大丈夫？」を意味し
ます。子ども達がいつでも来れる家を目指
しています。

なごやかサポートみらい（愛知）
子どもたちが明るく、幸せな「みらい」を過ごせるように、できるこ
と楽しくやっています。
未来の社会的養護を考える集会や講演会、施設や里親家庭で
暮らしている子どもたちと進路や自立ついて話しをする訪問事業
などを行っています。

ふたばふらっとホーム（東京）
困ったことや相談したいことがあった場合の助け合いや、同
じ施設を出た仲間として、支えあうことを大切にしたいと考え
ています。
児童養護施設二葉学園卒園生をはじめ、旧職員やボランテ
ｲアの方々にご尽力をいただいています。

レインボーズ（鳥取）
様々な活動を通じて、お互いが刺
激し合う仲間作りに繋がって行くこ
とを目指しています。
施設訪問や施設行事への参加、
食事会、スポーツを通じた交流な
どを行っています。子どもたちに
体験談を話したり、子どもからの
相談に応じたりもしています。

COLORS（京都）
同じ環境で育った若者達と一緒に、
行事をしたり、社会貢献活動を
行ったり、アドボカシーにも取り組
んでいます。また児童養護施設へ
の招待事業やプレゼント寄贈事
業なども継続して行っています。

2010年から活動が始まった全国組織 こどもっと。形としてはまだまだで、『当事者ってなに？』
なんて、素朴な疑問も聞かれる中、毎年、色んな地域の児童養護施設や里親家庭から高校生
に集まってもらいピアキャンプを開催。また、こどもっとに加盟する各地域の当事者団体で一緒
に研修もやっています。新しい体勢でスタートをきった今年のこどもっと。新しいことを始め、作
り上げていくことは大変なことだけど、仲間を信じて活動を続けています。

社会的養護の当事者グループ全国ネットワーク「こどもっと」
〒104-8011東京都中央区築地5-3-2朝日新聞厚生文化事業団内 TEL: (03)5540-7446 / FAX: (03)5565-1643

社 会 的 養 護 の 当 事 者
グ ル ー プ 全 国 ネ ッ ト ワ ー ク


