
 

 

 

 

 

❤

チャイルドヘルプラインMIEネットワーク主催「子ども支援者養成講座」を利用してのビデ

オでの研修会でした。 

NPO法人ストップいじめ！ナビの須永祐慈さん「子どもからみたネットメディア」は 3人が

受講。子どもの権利条約総合研究所監査委事務所の浜田進士さん「子どもにはチカラがある～

子どものエンパワーメントを支えるおとなの役割～」は 6人が受講されました。 

受講後の振り返りではそれぞれが子どもたちと接する時に心がけていることを話し、他の人

のサポートの様子を真剣に聞いている姿に、子どもたちに対する温かい気持ちが伝わってきま

した。 

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

 ネットメディアの実態調査から、スマホ・ケータイを持ち始める子どもの低年齢化が見られ、

特に小学生の保有率増加がわかります。小学生から YouTubeを閲覧、中学入学後 Lineデビュ

ー、高校生になると Twitterや Instagramと、ネットの利用が広がっています。 

ちなみに私は言葉で知っていても Twitterも Instagramも利用したことがなく、つながり方も

知りません。 

ネットいじめ、有害サイト、出会い系サイトでの被害等々ニュースで報道されているのを聞く

と、「スマホやネット利用の規制を掛けた方がよいのではないか」と考えてしまいがちです。 

須永講師は、「スマホ・ネットの上手な活用により、多くの人たちが『便利』に『楽しく』使っ

ている。後ろ向きに、スマホ禁止・ネット規制はもう古い」と話されました。 

それでは私たち大人は、ネットメディアの中にある子どもたちとどの様に向き合えばよいので

しょうか。 

話をお聞きして、子どもにスマホ・ケータイ、タブレットを渡したら、早

い時期に実態に即したルール作りをすることが必要だと思いました。これ

は子どもとコミュニケーションを取り合う機会にもなります。「ネットいじ

め」その発端はリアルいじめにあると知り、なおさら「子どもの様子や言
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葉から少しでも早く親（大人）が気付けば、状況を変えられるのではないか」と希望にも繋が

ります。 

しかしながら、子どもの置かれている状況は様々です。子ども自身で出来る相談先（チャイル

ドライン、セーフティーネット等）を知らせることが最優先です。 

ネットの場合は対処方法がある事をしらせ、子どもがツールを使えるようになることが必要で

す。 

大人がもっとネットを学び、情報を知り子どもに寄り添える環境作りをすることが求められる

との事でした。その通りですが、子どもに何処までついていけるのか？自身の頭のアップデー

トが心配です。                                 H.O.  

    

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

 

講演終了後、真っ先に思ったことは「あぁライブ（生）で聴きたかったなぁ」ということでし

た。画面からも先生の熱さは十分に伝わってきましたが、同じ空間、同じ時間、同じメンバー

でお聴きしたなら、先生の子どもたちと過ごす日々の生活の臨場感がもっともっと、激しく自

分に迫って来たのではないかと思ったからです。しかし、画面の向こうにおられた先生からで

も、自分が、NPO法人として実施する「かな塾」の子どもたち一人ひとりの顔が浮かんできて

身が引き締まる思いをもたらされました。 

「かな塾」には、様々な学年の小学生が「遊び？」に来てくれます。「塾」と名付けられていま

すが、宿題やドリルは早々に、皆が遊びに夢中です。通わせてくださっている保護者は、「もっ

としっかり勉強をさせてもらいたい」「苦手な文章を読むことを克服させてもらい（文章題が苦

手な子が多いのです）」と期待されていますが、ここにお手伝いに来てくださっている先生方は、

学習後の異年齢子どもたちの集団の「遊び」を大切にしてくださっています。粘土をこね、折

り紙を折り、針金をねじり、木を削り、段ボール

を切り刻んだりして創造性を発揮した作品を作り

上げたり、虫眼鏡で太陽の光を集めて理科の実験

をしてみたり、それらに飽きたら、縄跳びやボー

ル遊びで体を動かしたり、異年齢の集団が「まじ

くって」過ごしています。 

先だって、着くなり「キィキィ」叫んでいた子がいたと、ボランティアの先生から報告を受け

ました。その時、「あぁよかったなぁ。学校では発散することができなかった気持ちを出せる場

があって。」と思いました。 

浜田先生のお話の中で、子どものチカラを支援する 3つの条件は、「意味ある他者との出会い（気

持ちを聞いてくれるおとなと仲間）」「安心できる居場所の確保」「子どもの権利を支援するシス

テム（仕組み・予算・法律）」とお聞きしました。 

先ずは。塾に通ってくる子どもたちを笑顔で「こんにちは。いらっしゃい。」と出迎え、子ども

たちが一瞬でもほっとできる気持ちになれる「場」づくりから取り組んでいきたいと、改めて

思いました。 



そうして３つの条件に必要なこととして、かな塾の場が「安心できる場」としての役割を果た

していくことや、自身が「意味のある他者」になりえるように活動していきたいと思えるとて

も貴重な学びを得ました。 

もし、まだ浜田先生の講義を受講されていない方は次回の機会は絶対逃がさないようにしてく

ださいね！                                                         提供会員 実希子 

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

※チャイルドヘルプライン MIE ネットワークのインターネットビデオ配信は２月末頃まで視

聴できます。（１講座１，５００円） 

 ご希望の方はホームぺージ【チャイルドヘルプラインMIEネットワーク 子ども支援者養成

講座(https://childhelplinemie.net/online) 】からお申し込み下さい。 

★   

第２回：３月６日（日）１３：００～１５：００ 小俣農村環境改善センター 

「チャイルドシートの安全な取り付けとその必要性」 

第３回：３月１３日（日）いせトピア（予定） ヒヤリ・ハットの共有 

 

 

❤

この度養成講座の教本が「サポート３」から「サポート４」に改訂されました。それに伴な

い講座の内容や時間数などが変更となりました。 

今年度第 1 回の提供会員養成講座が途中で中止となりましたが、後半の講座を受けられなか

った方は、今回の講座で未受講分の受講を確認いただき、同封した申込書でお申し込み頂きま

すよう、お願いいたします。 

会場は小俣環境改善センターです。受講料は無料ですが、テキスト代として２，１００円ご

用意ください。 

 

 

と き 時 間 講 座 項 目 講 師（敬称略） 

2／19 

(土) 

9：15～9：30 オリエンテーション アドバイザー 

9：30～12：30 子育て支援サービスを提供するために 

児童虐待と社会的養護 

秋山則子 

NPO 法人三重みなみ子どもﾈｯﾄﾜｰｸ 理事長   

13：30～16：30 子ども栄養と食生活 馬場啓子  

管理栄養士 

2／20 

(日) 

10：00～11：30 子どもの生活へのケアーと援助 

伊勢市の子育て支援 

伊勢市子育て応援課 保健師 

12：30～14：30 子どもの遊び 山野栄子  

学校法人大橋学園ﾕﾏﾆﾃｸ短期大学 教授 

14：40～16：40 保育の心 堀川美子 育児支援アドバイザー  

チャイルドヘルプラインMIEネットワーク%20子ども支援者養成講座%20(https:/childhelplinemie.net/online)
チャイルドヘルプラインMIEネットワーク%20子ども支援者養成講座%20(https:/childhelplinemie.net/online)
チャイルドヘルプラインMIEネットワーク%20子ども支援者養成講座%20(https:/childhelplinemie.net/online)


 

 

❤

 今年のテーマは「豊かな子ども時代を過ごすために」ということで名古屋市立大学大学院准

教授の谷口由希子さんにお話をしていただきました。 

 子どもの権利のお話では、人権と子どもの権利がわざわざ別にされているのは、子どもの事

がないがしろにされているからで、子どもの権利は「〇〇したから、〇〇できるから与えられ

るものではありません」と話されました。 

親子であっても独立した人格である。親のコントロール下で生きているのではない。この事を

親が意識すると子育てが楽になるのだとも話されました。 

とかく親は、子どものためと言いつつ、自分の願いや、価値観で見てしまうが、子ども時代

を大人になるための準備期間として関わっていると、思い通りにならず、焦り、イライラし、

落ち込む事が多くなる。子どもには育っていく力があり、大切な存在だと伝わるようにしてい

れば、子どもは、「ありのままでいい」「自分が自分であって大丈夫」と思い「今」を力強く生

きていけるという事です。 

だから、子どもには、権利があるということを伝えていくことが大切なのです。それにより決

して子どもがわがままになるものではありませんし、子どもの意見を聴く

ことは言いなりになるのではなく、大人が共に考えていく事なのですから。 

また、これがベースとなり、子どもの最善の利益を尊重するために、社

会的養護があり、里親制度ができています。 

「家族とは？」というお話の中では、多様であるはずのものを標準的な家

族像（祖父母・両親・子どもがいる）をイメージして囚われてしまう、そ

れが原因で社会的養護につながりにくくなるということでした。子育てで

色々な困難があれば、社会で寄り添い、できない人を非難するのではなく、

と き 時 間 講 座 項 目 講 師（敬称略） 

2／26 

(土) 

10：00～12：00 小児看護の基礎知識 岡田まり  

㈱ｼﾞｪﾈﾗｽ訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝほたるいせ 管理者 

13：00～16：00 心の発達と保育者のかかわり 

障がいのある子どもの預かりについて 

山口昌澄  

学校法人高田学苑高田短期大学 教授 

16：10～16：40 事業説明 倉木紀子 アドバイザー 

2／27 

(日) 

9：30～12：30 事故による子どもの傷害 

―実態・予防・応急処置― 

心肺蘇生法 

日本赤十字社  

三重県支部 看護師 

13：30～16：30  身体の発育と病気  羽根靖之  

はね小児科医院 院長 

3／6 

(日) 

10：00～12：00 講座をふりかえって 秋山則子 

NPO 法人三重みなみ子どもﾈｯﾄﾜｰｸ 理事長   



共感する方向に向けないと、結果的に鉾先が子どもに向き犠牲になる構造が生まれる。弱くて

小さい「助けて」という声に、気付く社会になるような環境作りをしていこうというお話でし

た。 

パネルディスカッション「豊かな子ども時代を過ごすために私たちにできること」では、自

身が社会的養育で育った川瀨信一さんから、子どもの声を聞いてほしい、問題行動を起こすに

は理由があるとの思いから「アドボカシー」（子どもの声を聴く）活動をしているとお話があり

ました。 

ファミリーホーム養育者の坂本志保さんは、「豊かな子ども時代」とは、子どものありのまま

を受け止めてくれる人と出会い、大事に思っているというメッセージを感じながら育っている

ことではないかとお話がありました。そして大事に思っているのは、生んでくれたママも同じ

で、あなたの幸せのために、子どもを預けるという選択をし、素敵な名前をつけてくれたと伝

えているという事でした。 

養育里親の久永拓さんは、半年乳児院に通って子どもと関係づくりをし、家庭に迎えたとき、

子どもの望んでいた「お膝に抱っこしてご飯を食べる」という事をして、その後も抱っこ、お

んぶなど子どもの望むことを充分にしようとしてきた。ただ、新たに下の子どもを家族に迎え

たとき、お母さんが上の子、お父さんが下の子に主に関わろうとしたが、「下の子どもにお父さ

んをとられた！」と問題行動が起きたので、まだまだこの子には関りが足りないんだと、夫婦

で向き合う事とし、上の子どもと二人だけの時間は、大切な時間となっていると、家庭での様

子を話されました。 

三重県子ども NPO サポートセンター副理事長の秋山則子さんからは、ファミリーサポート

センター事業や、要支援家庭のサポートや児童養護施設での学習支援・チャイルドラインの活

動を通して、子どもの話には、ただ聞くだけで、余計なコメントはいらない。子どもが安心し

て食べて、遊んで、寝ることができる事を保障しなければいけないと話がありました。 

子どもの権利を基本に置き、地域で多様な親子の子育てを応援する必要性を伝えていきたい

と思いました。                             担当：鬼藤 

 

 

❤

1．厚生労働省より行政説明 

2．基調講演 

・「提供会員の動機づけに見るファミリーサポートセンター事業の可能性」 

講師：山下亜紀子(九州大学 人間環境学研究院、人間科学部門准教授) 

・「ファミリーサポートセンターの『地域支え合い』による子育て支援の意義」 

    講師：東根ちよ（大阪府立大学 地域保健学域 教育福祉学類講師） 

 

講師の山下先生は授業で学生たちに、2004年制作の是枝裕和監督「誰も知らない」という映

画を見せた。それぞれ父親の違う 4 人の子どもを育てている母親が、ある夜それぞれの父親の



素晴らしいところをいっぱい話し、次の朝姿を消した。そのあと子どもたちは誰にも知られず、

自分たちだけでひっそりと暮らしていたという作品です。 

学生たちは映画を見た後、なんという母親だと非難をした。し

かしその学生たちが地域の子どもたちや、障害の子どもを持つ

親子とキャンプなど野外活動で関わっていく中で、母親だけが

ケアの責任を負っている状況の中では母親を悪くは言えない

と考えが変わってきたそうです。そして、ケアの重さを配分す

ることの大切さ、ケアの社会化、ケアをしている人をケアする仕組みが必要と考えたそうです。 

山下先生は、ファミリーサポート事業はまさに地域でケアしている人をサポートする事業では

ないでしょうかと話されました。 

今、ファミリーサポート事業では依頼の内容が多様化されてくる中で、提供会員の負担も大

きくなってはいますが、子ども達にとって「はじめまして」のおばちゃんが、自分の事を一緒

に考えてくれたり、寄り添ってくれたり、話を聞いてくれる人になっています。 

子どもたちには、信頼できる大人が自分の周りにいることを感じながら育って行ってほしいと

思いました。 

 

東根先生の講義では「政策の視点から見たファミサポ事業の特徴」「支え合い(相互援助活動)

であること」「地域により多様化している」の 3点が話されました。 

相互援助活動であることは当初から変化はしていないが、目標が変化し多様化してきている。

樹木に例えると、当初のみんなが目指す安心・安全の地域という幹は太く成長しているが、成

長につれて枝が思い思いの方向に延びていて、多様化してきている。 

預ける側の家族関係、生活環境などが変わり、それに伴いニーズも変化していることに結びつ

くように思います。かと言ってすべてを受け入れるのではなく、地域の状況や提供会員のサポ

ートできる範囲を考量してお互い支え合い、相互援助し、それが地域づくりに結びついていけ

ばいいなと思いました。                      アドバイザー：倉木 

 

 

❤

「伊勢市育児・家事支援事業」は、伊勢市より三重みなみ子どもネットワークが委託を受け、

2017年 12月より開始しています。 

本来養育者が子育てをしますが、何らかの理由で子育ての難しい家庭をサポートする事業です。

サポートすることで自信がつき、安定した養育をすることにつながっていくことを目的として

います。 

週 1～2回、2時間程度サポートに入りますが、回を重ねることで信頼感ができ、気軽に話せ

たり、育児を学んだりしながら養育者の気持ちは安定していきます。 

親が安定していると子どもは、安心な人と安心な場所の中で、落ち着いて生活ができていきま

す。 



養成講座や研修会を重ね、養育者の気持ちに寄り添いながら、サポートをしていきたいと考

えています。 

今回の養成講座・研修会では、新しく参加された方 4 人、現在サポートをしていて、研修と

して参加された方 10人が養育支援事業に必要な講座を 5講座受講されました。 

「相手の気持ちを受け止めるために」ではお互いの気持ちを聞くワークをしましたが、皆さ

ん「うんうん」「そうそう」と二人してその話題で盛り上がってしまい、傾聴ではないですよと

講師から指摘を受け、「虐待が子どもに及ぼす影響」では、女性差別や性差別、障がい者差別な

どは話題にされますが、子ども差別は考えたことありますか、「子どもの使いじゃあるまい

し・・・・」これってまさに子ども差別ですよね、との講師の話に子どもが持っている権利を

無視して子育てをしてきた自分を振り返り、講座の中で学ぶことがたくさんあったようです。 

12月からは新しいサポーターと共に養育者の気持ちに寄り添いながら、サポートしていきた

いと考えています。                            担当：倉木 

 

 

❤  

 

 

児童は自分の意見を、言えることが保証されている。今でこそ「そうだ」と思えますが、私

が小さいときは、親の言うことは正しいことと思い込んでいました。いつぐらいからか自分の

思っていることと違うなと思うこともありましたが、そのまま過ぎてしまいました。 

自分の子育てもその考えで育てました。私自身いろいろな仲間と話し合って学び得た今だから

こそ、なんと失礼なことをしてきたのかとは思いますが、その時は何の疑問も持ちませんでし

た。ですが子どもはいろいろ思っていたようで、その時は言いませんでしたが、大人になって

いろいろ言われました。 

何かおかしいと感じても、もやもやしたり、言葉でうまく表現できなかったり、また聞いてく

 

 

第12条 

１ 締約国は、自己の形成する能力のある児童がその児童に影響を及ぼすすべての事項につい

て自由に自己の意見を表明する権利を確保する。この場合において、児童の意見は、その児童

の年齢及び成熟度に従って相応に考慮されるものとする。 

２ このため、児童は、特に、自己に影響を及ぼすあらゆる司法上及び行政上の手続きにおい

て、国内法の手続き起草に合致する方法により直接又は代理人若しくは適当な団体を通じて徴

収する機会を与えられる。 

https://jp.freepik.com/free-photos-vectors/school 



れると思う相手でなければ、言うことをあきらめてしまうかもわかりません。 

以前子どもたちとダンスをしているとき、見学に来た子に「やってみる？」と声を掛けたら

「うん」とうれしそうな顔はしたが、すぐ「お母さんに聞いてみる」と言ったので、「そうか。

自分がやりたかったら『やりたい』と言ってね」と答えましたが、結果はダメでした。しかし、

母親に「やりたい」と自分の気持ちを言えたことは、よかったと思いました。 

ユニセフから出されたハンドブックに「子どもの権利条約」を学級経営にどう生かせていけ

るか、実践も交え紹介しています。 

大人はいろいろな情報から権利条約を知る機会はありますが、知る機会の少ない子どもたちに

は、大人が「子どもは自分の気持ちを言う権利をもっている」ことを伝えてほしと思います。 

学校教育の中で自己肯定感を高めようとか、多様性を持たせよう、最

近では非認知能力を高めようと取り組まれていますが、その根本にあ

る「子どもの権利」を子どもたちに伝えていってほしと痛切に思いま

す。 

また意見を言ったからその通りになるのではなく、意見を聞いても

らえることで、他人の意見も聞けるようになり、それぞれの意見を持

った人と、折り合いをつける力も育ちます。是非自分の気持ちが言え、

相手の気持ちも聞けるようになってほしいと思います。子どもにはそ

の権利があり、伝える力もあります。                       倉木 

 

 

 
♪子ども服のリサイクル交換コーナー（無料）常設中 （もらっていくだけでもOKよ！） 
♪毎月 11日はイオンのイエローレシートの日!!（ジャスコ伊勢店、マックスバリューララパーク店の 

みんみんネットBOXにイエローレシート入れて下さいね<m(__)m>） 
♪使用済みインクカートリッジ(純正のみ)回収にご協力を！！ 
チョコレート・カテキン茶・乾燥あげ・こんにゃく・野田あられも買っていただくことでチャ
イルドラインへの寄付金になります！ 
ご入用の方はみんみんネット事務所までお問合せ下さい。 
 

 

 

≪発行≫ いせファミリー・サポート・センター 

〒516-0037伊勢市岩渕 2-3-13  

NPO法人三重みなみ子どもネットワーク（みんみんネット）内 

TEL：0596-28-5692 FAX：0596-28-5679  

e-mail kodomo21@zb.ztv.ne.jp 

 ホームぺージは現在リニューアルのため工事中となっています！ 
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