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＜事務局からのお知らせ＞ 

[１] 『ＳＫＩＰ終結宣言 私たちＮＰＯを解散します』完成です！ 

 ご無沙汰しております。皆さまお元気にお過ごしですか？ 

SKIP事務局です。昨年末の 2015年 12月 26日に臨時総会を開催し、SKIPは特定非営利活動法

人としては、解散しました。これまでもお知らせしてきた通り、私たちの活動のあゆみを 1冊のブ

ックレットにまとめようということで、事務局を中心に有志が集まって 2014 年から編集会議を重

ねてまいりました。その編集会議は実に 40 回にもなり、編集作業は思いのほか時間がかかるもの

でした。私たちが SKIPの仲間たちと一緒に歩んできた月日を形に残すためには、それぞれのこだ

わりや大切にしてきたものが多く、なかには誌面の都合でどうしてもカットしなければならない部

分も沢山ありました。それらを一語一語大切に吟味しながら、カットしたり加えたりの作業に、編

集スタッフ全員で取り組んできた結果、2年半をかけてようやくまとまった１冊です。 

出版にあたって、これまでお世話になった皆さま、また風媒社の林様には心より感謝申し上げま

す。 

 皆さん、お手元に届くまで、楽しみにしていてくださいね。 

 

[２] ブックレット配布会と出版お祝い会を開催します！！ 

『SKIP終結宣言 ～私たち NPOを解散します』配布会と、出版お祝い会を企画しました。 

  

◆ブックレット配布会 13:00～16:30  

11月 5 日（土）イーブルなごや（名古屋市女性会館）2階第 3研修室 

 上記時間内のご都合のよい時間にお越しください。 

        

◆出版お祝い会 17:30～20:00 

11月 5 日（土）「鮮や一夜」名古屋大綱通口店  

  名駅西口（新幹線口）徒歩１分 http://senyaichiya-nagoya-taiko.com/ 

        会費 お一人 4,000円程度 

SKIP 会員の皆さまには、ブックレット 1 冊を無料でお渡しします。この日に取りに来られない

方には、後日お送りします。また、2 冊以上欲しい方はお知らせください。送料のみご負担いただ

きお分けいたします。詳しくは 6ページをご参照ください。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

SKIP Note編集部  

SKIP事務局へのご連絡は、E-mail 1993skip@gmail.com    
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編集を終えて・・・ ～編集会議 2 年半の汗と涙と笑いの軌跡～  

  

編集会議は、各々仕事や家事/介護などの合間をぬって週末に集まりました。編集に携わった

メンバーの長い長～い編集後記をご紹介させていただきます。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
 
 

  

2 年半にわたる編集作業は、SKIP の歴史を

ふりかえるよい機会でもあり、私にとっては

専業主婦から活動主婦になっていった自分自

身の活動の歴史でもありました。メンバーと

一緒に活動することの楽しさ、自分のことを

認めてもらうことのうれしさ、たくさんの人

との出会い、SKIP の活動の中でいろいろな

ことを経験しました。SKIP に出会えなかっ

たら、今の自分ではなかったような気がしま

す。 

 編集作業については、文章を書くのは得意

とは言えなくて、当初は自信がありませんで

した。みんなで文章を読み直し、よりわかり

やすい文章になっていくことが、原石を磨い

て幾何学的なカットを施していくことで光り

輝くダイヤモンドになっていくように、素敵

な文章になっていきました。そのことが楽し

く、安心して進めていくことができました。 

 作業を進めていく中では、最終の文章にな

ると埋もれてしまう物語もあります。第 2 校

の読み合わせをしていて終わりにさしかかろ

うとしていたころ、第五章 SKIP17 プロジェ

クトの大筋は、第 1 弾「介護」のプロジェク

ト終了後は、事務局がフルタイムで働くよう

になり活動が滞り解散になっていったという

結末でした。解散になるのが急展開すぎるこ

とと、編集会議での会話の中で気になること

もあり、その当時のファイルやメールを見直

しました。実は、第 2 弾「もっと知ろうわた

しのからだ」の講師依頼や保健所に出向いて

出前講座のやり取りをしたのは私だったので

す。そのことをすっかり忘れていたのです。

第 2 弾があったことや、その後の東日本大震

災の影響など、当時のとても重要なことを思

い出すことができ、最終の原稿になりました。

少しは SKIP に貢献できたかなと思っていま

す。 

（河内 かをる） 

 

 

2014 年の春に、「私にも何か手伝えること

あるかな」と思って参加したのが、編集委員

会として初めての集まりでした。 

何度かの会議を経て具体的な内容が決まっ

たところで、章ごとに分担して原稿を書いて

いくことになり、わたしは「学習会」の章を

担当することになりました。 

最初、何をどう書いていったらいいのだろ

うと困っていたのですが、そこで大いに役立

ったのは、毎年発行していた「学習会のまと

め」です。じっくりと読んでいくと、年度ご

との学習会担当者を中心に SKIP のみんなが、

座談会や講演会の企画、運営に力を尽くし、

自分を見つめて一生懸命に進んでいった様子

に「SKIP のみんなって凄い！」とあらため

て感じました。「みんなの輝いている姿をぜひ

伝えたい」そんな思いが自然に沸いてきまし

た。原稿を執筆していて行き詰まった時には、

編集委員のみんなに「この部分をもう少し詳

しく書いてみるといいよ」など、随分助けて

もらい、なんとか書き進めることができまし

た。 

軽い気持ちで加わった編集作業でしたが、

終わってみればとても濃い時間で、しかも本

当に楽しい時間でした。これで終わってしま

うのが少し寂しいような気もします。そして

何よりも、SKIP の一員であることを、誇り

に感じています。ありがとうございました。 

（相馬 ひとみ） 

 

 

 

 

 SKIP 終活宣言となった冊子「わたしたち

NPO を解散します」。 

とうとう私たち編集委員の手を離れ、出版

社へ。やっとやり遂げたという充足感と、終

わってしまったという寂しさ…気づいてみれ

SKIP への想い… 

思い出してよかったぁ〜 SKIP の素晴らしさ再発見 
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ば編集作業にとりかかって早や 2 年半。私と

しては 20 年以上にわたる期間の記憶は混濁

し、『ママたちのモーニングコンサート』を何

度も読み直し、コンサートや講演会・学習会

のチラシを見直して、ともすれば思い出話に

花が咲きそうになるのを幾度となく抑えての

編集会議でした。 

 本当に長い間の活動だったのだとメンバー

それぞれの SKIP をステップにしての今の姿

に感嘆しかないと改めて思いました。 

 娘が 1 歳半の時初めてモーニングコンサー

トに出会い、その娘もこの春から社会人とな

り遠く広島で一人暮らしをしています。もし

SKIP に出会っていなかったら私は、娘は、

一体どんな人生を過ごしていたのだろうか。

きっと私と娘の関係は今のようにはなってい

なかったと思うし、私も東日本大震災の被災

地南相馬へ年に 2 回もボランティアに行った

り、チェルノブイリ事故 30 周年記念式典に

参加もしていなかったと確信しています。 

 SKIP に出会い、SKIP に救われ、SKIP が

大好きで、幾度とあった解散の危機も SKIP

を失いたくない一心でなんとか乗り越えてき

ました。でも、もう終わっていいよね。SKIP

という NPO は無くなっても私が SKIP とい

う年輪を重ねてきたという事と、一緒に同じ

時間を過ごした仲間たちは一生の宝となるこ

とは疑いようのない事実なのだから…。 

（佐伯 恵子） 

 

 

 

 

 「SKIP をいよいよ解散する。最後に自分

たちの歴史を一冊の本にまとめよう」。そんな

話が私の元に届いたのはいつだったでしょう

か。 

その頃の私は名古屋を離れてすでに三年が過

ぎ、SKIP をしていた自分も過去の思い出に

なりそうな～そんな時期。みんなの前にはあ

ったであろう山積みの資料も危機感もなく、

編集作業に名乗りをあげたものの、いったい

何ができるのかと手探りする日々でした。 

結論から言えばこの手探り状態は最後まで

続き、校正くらいしか協力できなかったとい

う印象なのですが、ただみんなのやりとりす

る文字を見ているだけで、あの頃の、子ども

を引きずり回して真剣にコンサートを企画し

ていた自分が鮮やかに蘇ってきたのです。 

今周りを見回せば、ベビーカーは畳むこと

なく電車に乗り、エレベーターのない駅など

なく、広々としたショッピングモールでゆっ

くりと買い物をして、フードコートでは気兼

ねすることなく子どもと食事ができます。そ

して朝の通勤バスで赤ちゃんを抱っこしてい

るのは大抵父親です。 

そのひとつひとつが、私たちの上げてきた

声によって変わってきたのだと信じています。

家の中に収まりきれなかった私たちの始めた

「子どもを預けてコンサートに出掛ける」、こ

の小さな一歩が、今、様々な形になって実を

結んだのだと。 

 SKIP は解散します。でも最後に、SKIP の

全てを記録する作業に携われたこと、まとめ

てくれたみんなに、心から感謝しています。 

今までいっぱいありがとう。そしてこれか

らもそれぞれのフィールドで輝き続けていこ

うね。 

（塩田 由美子） 

 

 

 

 

SKIP の活動をはじめたころ、みんなが活

き活きと動いている姿を見て、私ができるこ

とってなんだろうと考えて、会報『やっほぉ

〜』の編集をさせてほしいと手をあげました。

それから私はいつも『やっほぉ〜』のことを

考えて、誰かと目が合えば「書かない？」と

声をかけるようになり、その後「一緒に編集

しない？」と SKIP 内に編集委員の大所帯を

つくっていきました。そのせいで、編集をお

りたあとも、SKIP ではツジヘン（＝逵編集

長。一説には逵変）と呼ばれ続けてきました。 

 あれから十数年、今回、ブックレットが完

成するまでの間、久々に名実ともにツジヘン

を楽しませてもらいました。 

 これまで多くのグループがフェードアウト

していくように、いつのまにか活動を終わら

していくさまを見てきました。だからこそ、

私たちはこの終活を一度しっかりやってみよ

うと臨みました。終えてみてわかるのは、こ

離れていても SKIP 

ツジヘン再び 
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の終活には時間も労力も大いにかかること。

きっとその余力をここに使うよりも、次のこ

とをはじめようと多くの人たちが「いつのま

にか」を選択してきたのだろうと思います。

でも私たちは SKIP の終活をやって本当によ

かったと思います。SKIP が自分を支えてき

たことを、そしてこれからもきっと励みにな

ることを確認することができたように思いま

す。そしてこれからグループで活動しようと

する人たちにも、わずかながら、伝わるもの

があるのではないかと思います。 

 ただひとつ反省するとしたら、この楽しみ

をもっと多くの SKIP のメンバーと共有でき

たらよかっただろうというところです。そこ

までの発信の余力がなかったこと、紙面をも

ってお詫びします。きっとブックレットを読

んで、自分のあのころを思い出し、話したく

なるんじゃないかと思います。そんなときは

ぜひ声をかけてください。ぜひこのブックレ

ットをネタに、みんなで話しましょう。 

 最後に、ブックレットのなかに上野千鶴子

さんの講演会・座談会の記録が入りました。

編集作業のなかで、私たち SKIP のありかた

をここまで問うてくれた人はなかったという

ことを再確認できたからです。上野さん、

SKIP を懐かしんでくださり、原稿に目を通

し、私たちの終活に理解くださいました。そ

れだけでなく、現在活動の場とされている

NPO 法人ウィメンズアクションネットワー

ク（WAN）の Web 上の図書館に、私たちの

会報を所蔵することをご提案くださいました。

SKIP はブックレットとともに、WAN の図書

館のなかで生き続けていくことになりました。

SKIP への応援、本当に感謝しています！ 

（逵 志保） 

 

 

 

 

 「SKIP の記録を、1 冊のブックレットにし

よう」NPO 法人を解散するに際して、私たち

らしい終わり方ってなんだろう？と考えた時

に仲間と一緒に出した結論でした。 

多い時で、月に 2 回。週末に時間を合わせ

て仲間と集まって、この二〇年を振り返る作

業は、想像以上に膨大な作業でしたが、また

想像以上に楽しく、しばらく忘れていた

「SKIP する自分」をお互いに楽しむ時間と

なりました。人の記憶力とは、こうも曖昧な

ものか、と今更ながら思い知らされるほど、

当時の記憶が仲間内でもばらばらで、今にな

って知る人ぞ知る新事実も多々あったり（？）。

その確認作業はむしろ新鮮で、単に想い出話

に花を咲かせるだけではなく、お互いに一つ

一つ確認しながら、文章を完成させていきま

した。 

 編集会議では＜帰ってきたツジヘン＞がパ

ソコンとプロジェクタを持ち込んで、その場

で確認しながら修正をしていきます。Word

の表示を 150％くらいにして、リーディング

グラスをかけて一文字一文字互いに原稿を確

認する姿も、月日の流れを感じさせられる光

景でもありました（笑）。 

私は、SKIP に出会ってから二女の妊娠・

出産の経験をしています。ですので、うちの

子たちは、本当に SKIP の仲間たちに育てて

もらったと思っています。そして託児室で泣

いていたその子どもたちも、もう大人になっ

て、社会に目を向ける年齢になりました。 

今、身の回りや世界で起きている大小様々

な事件や社会問題に対して、少しでも関心を

持ち、行動に移せるような大人になってくれ

ていたら、私が仲間と共にしてきた子育ても

間違っていなかったと言えるのかな、それは

親バカかな、この子たちは近い将来どんな子

育てをするのかな、そんなことを考えながら、

最後の原稿を読み返しています。 

（水野 真由美） 

 

☆★☆…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*★☆★ 

 編集会議がはじまった 2014 年、世の中が

どんなだったか、改めてネット検索してみま

した。消費税 5％から 8％に、ソチ五輪で羽

生結弦君が五輪初出場で金メダルをとって、

この年の流行語大賞は「ダメよ～、ダメダメ！」

（もはや死語？）。もう随分昔の話だと思いま

せんか？では二〇年前は…？と想いをめぐら

せながら、同じ時代に子育てを共にし、共に

SKIP してきた仲間とこの編集作業ができて

「私たちは、本当に幸せでした～」（これも…）

皆さん、お疲れさまでした。そして本当にあ

りがとうございました!! 

20年という月日の流れと子育てと 
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編集会議 年 月 日 内容

1 2014 3 15 なぜ最後に本を書くのか、伝えたいことは何か

2 4 12 目次づくり

3 5 31 目次再考

4 7 5 年表作成、ML作成

5 9 27 年表作成

6 11 3 目次再考、風媒社との費用の問題

7 11 22 目次再考

8 12 12 執筆分担

9 12 20 目次再検討、原稿検討

10 2015 1 10 原稿検討

11 2 7 原稿検討

12 3 7 原稿検討

13 3 14 原稿検討

14 4 4 原稿検討

15 4 11 原稿検討

16 5 2 原稿検討

17 5 30 完成稿検討

18 6 13 完成稿検討

19 7 11 完成稿検討

20 7 25 完成稿検討

21 7 30 座談会

22 8 1 完成稿検討

23 8 22 完成稿検討

24 9 19 完成稿検討

25 10 31 初校チェック

26 11 21 初校チェック、総会の準備

27 2016 1 26 写真とキャプション確認

28 2 20 初校チェック

29 3 2 初校チェック

30 3 18 初校チェック

31 3 19 年表作成

32 3 27 二校チェック

33 4 9 二校チェック

34 4 12 二校チェック

35 4 19 二校チェック

36 5 7 二校チェック

37 6 18 二校チェック

38 7 2 二校チェック

39 8 27 三校チェック、脱稿

～ 装丁案、デザインチェック（メールグループ）

40 10 15 会報印刷、発送
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長らくお待たせしました～！ 

 SKIP20 年のあゆみ『ＳＫＩＰ終結宣言～私たちＮＰＯを解散します』発行を記念して、以下

の日程で、配布会・出版お祝い会を企画しました。久しぶりに集まって積もる話もありますね。

お気軽にご参加ください。配布会は、時間内のご都合の良い時間にお越しください。出版お祝い

会のみの参加も大歓迎！お祝い会でブックレットを受け取ることも可能です。 

 

「皆さんお元気でお過ごしですか？」ではじまる『SKIP Note』も、とうとう最終号となって

しまいました。淋しい気持ちでいっぱいですが、これまで一緒に SKIP してきた仲間たちの、“今”

と“これから”の活躍を、互いに応援していきたいと思います。 

そして上野千鶴子さんにご提案いただき、これまでの会報全紙が、NPO 法人ウィメンズアク

ションネットワーク（WAN）の Web図書館 https://wan.or.jp/ に、データで所蔵していただ

けることになりました。SKIP の歴史が、ここに証として保存していただけることは、願っても

ないことでした。心より感謝申し上げます。 

SKIP はこれで本当に解散しますが、ここで出会った皆さんとは、ときには集まる機会をつく

りましょう。20 年間、本当にありがとうございました。 

SKIP 編集委員会・SKIP Note 編集部 

＊ブックレット配布会 

以下の時間に、ブックレットの配布を行います。 

11月 5日（土）13:00～16:30 

イーブルなごや（名古屋市女性会館）2階第 3研修室 

上記時間内のご都合のよい時間にお越しください。 

※当日の連絡先：        （水野） 

 ＜配布のルール＞ 

   SKIP 会員の皆さまには、無料で１冊お渡しします。配布会に来られない方へは、後日お送り

します。２冊以上（５冊まで）ご希望の方には、送料のみご負担いただき、ご希望冊数をお分

けします。 

  ①別紙申込み用紙に、ご希望冊数をお書きいただき、メールか FAXでお知らせください。 

  ②配布会で受取希望・郵送希望 をお書きいただき、 

  ③受取希望の方は、時間内に上記会場へお越しください。 

   ２冊以上郵送希望の方は、送料分の切手を下記にお送りください。 

  ④後日、発送します。 

   [送料の送り先]                  水野真由美 

   [送料]１冊 無料、２冊 180円、それ以上要相談 
 

＊出版お祝い会 

11月 5日（土）17:30～20:00 

「鮮や一夜」 名古屋太閤通口店  

  名駅西口（新幹線口）徒歩１分 http://senyaichiya-nagoya-taiko.com/ 

        会費 お一人 4,000円程度（当日お支払ください） 

   ※17：20に、名古屋駅新幹線口銀時計（旧・壁画前）集合か、直接会場へ。   

    当日の連絡先：      （水野） 

https://wan.or.jp/
http://senyaichiya-nagoya-taiko.com/

