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連絡先

一般社団法人The Egg Tree House

2014年10月１日

2017年公益社団法人認定を目指しています。

家族、身近な人、大切な人をなくし、悲しみを抱えている子どもたち、

10代の子、若者、保護者が、同じような経験をしている仲間と遊んだり、

安心して語り合えることができる場所を提供します。

遊ぶ、話す、分かり合うThe Egg Tree Houseは、

グリーフに寄り添い見守る家であることを願っています。

グループ活動●たまごの時間（十住堂、代田橋カフェ、キャンプ）

個人●カウンセリング

育成と教育●ファシリテーター養成、研修、公開講座

阿部恵一郎（医療法人社団あべクリニック理事長・院長）

奥野滋子（特定医療法人社団若林会湘南中央病院在宅診療部長）

齋藤正博（大泉学園こども・思春期クリニック院長）

山下則子（臨床心理士）

西尾温文、会田秀子、小川有閑

菅野俊一郎、尾本美由紀

オガサワラマサコ、福島一宏、山下由美子、西尾恵子、石川宗嗣、是枝嗣人

〒178-0061 東京都練馬区大泉学園町４-31-４

TEL/FAX●03-3867-6791

URL●http://www.eggtreehouse.org/

E-mail●egg.tree.house@gmail.com

FB●https://www.facebook.com/theeggtreehouse

The Egg Tree House The Egg Tree House 

私たちは死別体験をかかえた

子どもと保護者が安心して過ごせる

「たまごの家」開設をめざしています。

　　一般社団法人The Egg Tree House
General Incorporated Organization The Egg Tree House

団体概要

for 
Grieving Children and Parents
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私たちは、月１-２回ではなく、

毎日誰かがそこにいて気軽に立ち寄れる家を作りたいと思っています。

死別体験には、病気、事故、災害、自死とあります。

同じような体験をした子どもが気持ちをシェアできるグループを作りたいのです。

子どもも若者も大人も死別体験後のグリーフ（悲嘆感情）のあり方は様々であり、

グリーフから立ち直る時間もそれぞれです。

私たちは、ゆっくりと必要な時間、寄り添い、見守ることのできる家を作りたい、

そして、The Egg Tree Houseのプログラムを全国に広めたいと思います。

どうか、あなたの力をThe Egg Tree Houseにお貸しください。

あたたかい空気と愛情に満ちた家を作りましょう。

個人　１口3,000円から　法人　１口50,000円から　
銀行振込　三井住友銀行　大泉支店　普　7145242　
　　　　　一般社団法人The Egg Tree House
郵便払込　00150-4-291934
口座名称（一社）The Egg Tree House

The Egg Tree House 
たまごの家開設に向けて

寄付のお願い

顧問からの応援メッセージ顧問からの応援メッセージ

阿部恵一郎（精神科医）
人間は小さな悲しみには敏感ですが、悲しみも大きすぎると鈍感になって自分が
壊れないようにします。だから、周囲からはあまり傷ついていないように見えたりします。
ゆっくりと、そして少しずつ癒されないと壊れたり、歪んだりしてしまう。
卵のある木は急がずにそっと寄り添う木であって欲しい。

奥野滋子（緩和ケア医）
大切な人を亡くした子供達に、同じ体験をした仲間との語りや遊びの中で寂しさ、
後悔、怒り、愛しさなどの感情を自由に表現でき、互いに癒され、
共に成長できるような機会と場所を提供できるよう真底応援しています。

齋藤正博（小児科医）
大切な人を亡くした悲しみは子どもも大人も変わりません。
でも、子どもの悲しみを受け止めてくれる場所はとても少ない。
子どもも大人も悲しみを受け止めてくれ癒される場所

「たまごの家」の活動に期待します。

山下則子（臨床心理士）
先に旅立った大切なひとへの想いは、遺されたひとの宝物です。
その宝物を大切に癒し育むために、安心して語り、
共に居ることができる場所「たまごの家」の開設を、こころから応援します。

The Egg Tree House のプログラムは
寄付によって行われています。
みなさまのご支援をお願いします。

※住所とお名前をお知らせいただければ、
　払込手数料のかからない郵便払込用紙をお送りします。
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エッグツリーハウスは、家族、身近な人、大切な人をなくし、

悲しみを抱えている子どもたち、10代の子、若者、保護者が、

同じような経験をしている仲間と遊んだり、

安心して語り合える時間と場所を提供します。

あのね、

イエローはたまごでね、

グリーンは木なんだよ。

オレンジはたまごをだいじにする

カーテンなんだ。

　　　　　　　1997年５月15日

The Egg Tree House の名前はこの詩から生まれました。

たまごのある木

私たちの理念

私たちの想い

身近な人、大切な人を喪うと悲嘆感情をいだきます。

これは自然なことです。一方、死別体験によっては

悲嘆感情が複雑になり、心の傷になることがあります。

エッグツリーハウスは、ひとりひとりの悲しみに寄り添い、見守ります。

うしな

西尾百珠（ももみ）は1992年10月25日に第３子として生まれ、

１歳４か月の時に神経芽腫と診断されました。

兄がドナーとなり骨髄移植を行い、

２年間元気に過ごしましたが、４歳４か月で再発、

１年２か月闘病し、５歳で亡くなりました。

西尾百珠（ももみ）は1992年10月25日に第３子として生まれ、

１歳４か月の時に神経芽腫と診断されました。

兄がドナーとなり骨髄移植を行い、

２年間元気に過ごしましたが、４歳４か月で再発、

１年２か月闘病し、５歳で亡くなりました。
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私たちはグリーフに寄り添い見守る時間を
たまごの時間と呼んでいます。

The Egg Tree Houseで
ボランティア、
ファシリテーターをするための
トレーニングと教育のための講座です。
期間は３日間。

プログラムに参加する前に必ず申込、受付が必要です。egg.tree.house@gmail.com　までお問合せください。
参加する前にウェルカム面接にお越しください。面談時間は50分で、プログラムの紹介もいたします。

─４つのプログラムがあります。

たまごの時間

グリーフケアキャンプ
食事作り、作品作り、自然体験をコンセプトに
The Egg Tree House 苗場たまごの家と
館山Sea sa! でキャンプを行います。
たまごの時間では、死別体験、自分の気持ちについて語り合います。
話したくない時は聴くだけで構いません。

カウンセリング
喪失体験をした個人を対象とした
グリーフ・カウンセリングです。
有料となります（１回50分6,000円）。

ファシリテーター
養成講座

エッグツリーハウスの
プログラムをご紹介します。
エッグツリーハウスの
プログラムをご紹介します。

たまごの時間参加方法

　The Egg Tree House十住堂たまごの時間について説明します。
　たまごの時間は、大切な人やものを喪った人が自分自身の悲嘆感情と向き合い、自分の中に収めてい
くことに寄り添い、見守る時間です。たまごの時間の目的は、悲しくても人と楽しく遊んだり話したり
できるようになることです。つらい気持ちを抱えて泣いたり、面白くて笑ったりできる場所がThe Egg 
Tree Houseです。
　The Egg Tree Houseでは、参加する人の年齢に合わせた４つのグループを用意しています。５歳か
ら小学６年生まで、中高生、青年、大人の４グループです。
　グループごとに遊び、もの作りをし、話し合います。大人は子どもとは別にお互いの経験や今の気持
ちを「聴く、話す、語り合う」時間を持ちます。
　The Egg Tree House十住堂は東京都でも有数の広さを誇る小金井公園の入り口にある、お寺のお堂
がメイン会場です。 小金井公園は、四季折々変化に富み、楽しい遊びが待っています。
　あなたもThe Egg Tree House十住堂に来てみませんか？

参加した大人の感想
●楽しいと感じるたびに亡くなった子どもを想い、
　一緒に楽しんでいるように思えて、素直に嬉しかった。
●キャンプの準備を夢中になって行っている時間は「生きる」感じがした。
　キャンプ中とたまごの時間は、亡くなった子と向き合った。
●子どもについて、たまごの時間で自分の他にも同じ経験をした子がいると
　わかったこと、思ったことを話せたのはいい経験だったと思う

【The Egg Tree House 代田橋】
日時　第２木曜日　午後６：00から（要予約）
場所　クローバーホーム世田谷　セミナールーム
対象　死別体験のある16歳から30歳までの若者

【The Egg Tree House 十住堂】
日時　第４日曜日　午前10：00から（要予約）
場所　小金井市真蔵院
対象　死別体験のある５歳から15歳までの
　　　子どもおよびその保護者

◆参加　いつから参加するか、また何回参加するかは、都合に合わせて決めることができます。
　　　　グループは分かれて活動します。どのグループにもファシリテーターがついています。
　　　　16歳以上の方はお一人で参加できます。
◆費用　無料

◆The Egg Tree House 十住堂　（子どもと保護者）
　第４日曜日　午後２：00～４：00　たまごの時間

◆The Egg Tree House 代田橋　（16～30歳）
　第２木曜日　午後７：00～８：30　たまごの時間グリーフカフェ
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　　　　16歳以上の方はお一人で参加できます。
◆費用　無料

─ グリーフに寄り添い、見守る

◆The Egg Tree House 十住堂　（子どもと保護者）
　第４日曜日　午後２：00～４：00　たまごの時間

◆The Egg Tree House 代田橋　（16～30歳）
　第２木曜日　午後７：00～８：30　たまごの時間グリーフカフェ
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