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ニュースをメールで受け取り希望の方へ 

件名に会員番号とフルネーム、本文に「ニュースをメールで受け取り希望」と入れて 

いただき、配信希望のアドレスから kodomo21@zb.ztv.ne.jp に送信をお願いします。 

 

❤

１０月３１日に両事業のプロポーザルがあり、NPO 法人三重みなみ子どもネットワークが、２０２

３年度からの事業を受託しました。 

ファミリー・サポート・センター事業は、時代の流れの中で、立ち上げ当初とは内容がずいぶん違っ

てきており、２０２３年にこども家庭庁ができ、子どもに関する国の事業の統廃合なども進む中、将

来今とは違う形の事業になることも考えられます。 

 また、育児・家事支援事業は、伊勢市が独自で立ち上げた事業ですが、国も似たような事業を作り

全国に展開しようとしています。この事業はますます地域に必要な事業になっていくと思います。 
 

 

❤

 

と き 時 間 講 座 項 目 講 師（敬称略） 会場 

2／18 

（土） 

9:20～ 開校式 オリエンテーション アドバイザー  
会 
議 
室 
１ 

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～ 

15:30 
子どもの遊び 

山野栄子  

（学）大橋学園ユマニテク 短期大学 教授 

2／19 

（日） 

9:30～ 

12:30 

・心の発達と保育者のかかわり 

・障害のある子の預かりについて 

山口昌澄  

（学）高田学苑高田短期大学 子ども学科 教授 

 
 
 
 
 
 
 
学 
習 
室 
3 

13:30～ 

16:30 
子どもの栄養と食生活 

馬場啓子  

管理栄養士 

2／25 

（土） 

9:30～ 

11:30 
保育の心 

堀川美子  

育児支援アドバイザー 

12:30～ 

4:00 

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 

14:10～ 

16:10 
小児看護の基礎知識 

岡田まり  

（株）ジェネラス訪問看護ステーションほたるいせ管理者 

16:20～ 

16:50 
事業説明 倉木紀子 アドバイザー 

2／26 

（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 

3／5 

（日） 

9:30～ 

11:30 
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 

未 
定 

提供会員 71 人 依頼会員 156 人 両方会員 3 人 合計 230人 2022 年 11 月末現在 
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養成講座開催のたびに子育て中の方にこそ受講して頂きたい内容だと思いますし、現在、提供会員

として活動して頂いている多くの方からも「自分の子育て中に聞きたかったお話」と言って頂いてい

ます。 

今回もコロナ感染防止のため託児はありませんが「保育の心」や「子どもの遊び」等から受講してみ

ませんか？発達段階に応じた子どもとの関わり方や遊びの大切さなどを学びます。 

尚、５年経過再受講や補講の対象の提供・両方会員方には１月に受講申込書をお送り致します。 

ご確認よろしくお願い致します。 

 

 

❤   

三重県人権センターにて里親シンポジウムが開催されました。 

今年のテーマは「子どもの気持ちを聴いていますか」～自分の気持ちを話せる子どもを育てる養育

者とは～ということで、大阪公立大学の伊藤嘉余子さんに講演をしていただきました。伊藤さんは、

教育福祉学類の教授でもあり、養育里親もされています 

 講演の中で５つの「きく」があることを教えていただきました。①聞く（自分にききたいように聞

きがちである）、②聴く（相手の言葉の意味をきき入れようときく）、③訊く（相手の言葉と自分の理

解の相違を感じて、自問や質問しながら考えを整理する）、④効く（自分事として心と照らし合わせ

て自分の大切なことが分かってきている状態）、⑤利く（きいたことが自分の力になって、行動に移

せる状態）で、大人がやりがちなのは「聞く」ことで、子どもは「大人は話を聞いてくれるけど、意

見はきいてくれない」という感覚になるとのことです。大人はいろいろな経験値からくる価値観の押

し付け、決めつけをしてしまうそうです。 

自分の子育てを振り返っても、思い当たることがたくさんあります。少し前、

大人になった娘から、子どもの時に「犬を飼いたい」と言ったら、「はじめは世

話をするだろうけど、最後はお母さんがすることになるのだから、ダメ」「生き

ているものを飼うのは責任があるのだから」と頭ごなし言われたことが忘れら

れないと言われました。そのきかっけになったのは、迷子の犬を少しの間お世

話をしていて、飼い主がわかり引き取りに来て、悲しい別れをした直後でした。 

子どもは小さな物に愛情を注ぐことで癒されていたのかもしれませんが、私は一時の感情だろうと思

い、気持ちをじっくり聞き、本人が納得する話し合いをすることはできませんでした。「お母さんは、

私のことを責任感のない子だと思っているんだ。信用してくれないんだ」と思い、30 年経っても忘れ

られないとは…。申し訳ないと謝るしかありませんでした。その時、私は「聞く」ことすらできてい

ませんでした。 

言葉や態度の奥に隠れているものをじっくりきくことができれば、子どもが自分を知り、自ら選択し、

行動を起こしていくという、良い循環が起こるのだろうと思います。 

「それはどういうこと？」と聞いて、言葉が出ないようなら「A とB ならどっち？」と根気よく繰り

返し、子どもが自ら考えをまとめていく事に寄り添う、それが大切だと学びました。 

 パネリストの方々も現場で、向き合い、寄り添っていく事の大切さ実感されているお話をしていた

だき、シンポジウムは閉会されました。 

担当：鬼藤 
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❤   

第１回提供会員研修会はチャイルドヘルプラインMIE ネットワーク主催の子ども支援者養成講座

のビデオを使って２講座を実施しました。 
 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

浜田さんの言われた「子どもを体験したことの無い人はいない」「子どもの味方と視方」「聞いてあ

げる」ではなく対等にはなれないと自覚している人が「子ども支援者になれる」この言葉が強く心に

残りました。受講後の振り返りでは自分の子育ての頃を思い出して、いかに権利を無視していたかな

どが話されました。 
 

●研修会に参加させてもらい、自分と子どもの事を考えさせられました。 

子どもの権利条約ができて、おとなのよかれが、子どもにとって一番いいこととは限らない。 

「子どもに一番いいことは、まず子どもに聴いてから、おとなと子どもがいっしょに考える」。 

私はきちんと子どもの意見を聞けていたのかなと、思いました。 
 
「M」のマークを見て、これは何をイメージしますか？という講師からの質問に、受講者から「ひ

ざ」とか「おっぱい」とか「マックのマーク」とか、いろいろな意見が出るのがいいとのことでした。 

「子どもは相手に合わせて答えるのが得意である」という事が驚きました。 

場面によっては、子どもが話し相手や周囲に合わせて「マックのマーク」「マックのマーク」・・・と、

同じ回答しか出てこないとのことがあるそうなのです。ですから、子どもが意見を言いやすいように

してあげなくてはいけない。 

話し手は、聴き手との対等感が感じられた時から話し始めるようです。 

提供会員 Y.Y. 
 

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

子どもの発達段階に即しての関わり方が重要で、おっぱいを飲みながら見つめ合う母と子。そして、

よちよち歩きの頃の何度も振り返っては母の存在を確かめる、赤ちゃんにとっては、いつでもそこに

いる事の安心感はその先に出会う他の人との関わりにつながってゆく。自分は愛される存在であるこ

とと人を信じる心が育つ乳幼児期は「愛着形成」の大切な時期です。 

同時に子どもに関わる時の他者の一人としての役割の重要性を再確認しました。 
 

●７月に孫が生まれました。今回のお話を娘と孫の関係に重ねて聞いていました。 

「母親を欲求充足の対象としてぼんやりと意識する」そう言えば目で追っているな。 

母親が来ると嬉しそうな顔をするなとか。娘が孫に「どんなブスな顔をしていてもかわいいよ」と言

っている姿をつい重ねてしまいました。 

そうそう、愛着形成、愛着形成が大事と納得しながら。 

 生まれてから母親の愛情を受けることが、人として成長していくうえでとても大事であり、人との

コミュニケーションに影響してくるといいます。自尊感情や人を信頼すること、感情をコントロール

すること等の源になるそうです。 

 これらがうまくいかないといろいろな障がいが出てくるということです。 

それぞれの障がいに対しても詳しく学ぶことができました。 
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特に印象に残ったのが、愛着障がいと発達障がいがよく似ているという点です。機能的な障がいに加

えて社会性―母子関係を中心とする環境要因が複合的に影響しているということです。 

今回学んだことを正しい知識として、これからのサポートに役立ていければと思います。 

提供会員M.M. 

２０２２年度今後の予定 

・研修会  〇３／５（日）午後チャイルドシートの安全な取り付けとその必要性（ＪＡＦ）   

〇３/１１（土）予定 ヒヤリハット関連 

 

 

 

 

 

❤

メニューは「かぼちゃ白玉」と「かぼちゃあんのどら焼き」でした。参加者は。 

大人２グループと子ども２グループに分かれての調理です。小さく切ったかぼちゃを茹でてつぶし、

白玉粉を加えて耳たぶの位の柔らかさに練る。練り終えて一口大のお団子に丸める時の真剣な顔、そ

して丁寧に、 いとおしそうに丸める子どもたちの顔しばし我を忘れて眺めている私でした。 

どら焼きの皮は焦げたのがあり、大きさもまちまちながらどれもおいしそうに出来ました。 

みんなで一緒に食べたかったのですが、コロナ感染防止のため試食は帰ってからとしました。 

かぼちゃの嫌いな子が２人いましたが、自分で作ったかぼちゃのお菓子は食べられたかな？ 

担当：岩井 

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

ちょっと失敗したけど、楽しかったです。かぼちゃのどらやき美味しかったです。家でもまた作っ

てみたいと思いました。  

                                    （小学 3 年Y.S.） 

家で親子で料理することはあるけど、料理教室に参加するのは初めてだったので良い経験になりま

した。 

子供たちも楽しそうだったので、また機会があれば参加させて頂

きたいと思います。ありがとうございました。 

                                        

（Y.S.） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

しらたまをまるめるのがたのしかったです！いえにかえって

たべてみたらおいしかったです！ 

またつくりにいきたいです！！                       

（年長あいな） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

おもちをつくるのがむずかしかったです。おもちのもと(**)がや 

わらかくて、丸くするのが大変でした。でも、そのおもちのもと 

をこねる時は、とても楽しかったです。なぜなら、やわらかいク 

ッションに手をほぐしてもらっているかのように、手がとても気 
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持ち良かったからです。調味料を何度も何度

も、まちがえそうに 

なったけど、最後は立派な白玉団子が出来あ

がりました。「白玉」って言うか、かぼちゃが

入っていて黄色か 

ったので、僕は「黄玉団子」ってよんでまし

た。黄色いお団子は初めて見たので、一番味

が気になりました。 

どら焼きも、つくりました。ぼくは、「かぼち

ゃどら焼き」のきじをこがしてしまいました。

「失 

敗したな。」と思っていると、馬場先生に声を

かけられたので、先生の所にかけつけました。

すると、先生は、まるっこげにきじをこがし

ていて、合計で４まいこがしていました。すると、ある一人の男の子が、こげたきじを食べて、それ

もおいしそうに食べていたので、ぼくは、「よかった。こがしてもおいしいんだ。」と、少し安心しま

した。 

最後に、冬至の風習についても、先生に教えてもらいました。昔、「冬至は冬から春になる、1 年の

中で最も日が短くて、太陽が出る時間が長くなるので、運気が上昇する。だから、「ん(*)」のつく食

べ物を食べて、運気上昇を願おう。」と、言われていたそうです。ぼくも、この冬至の話を聞いて、「ぼ

くも、大好きなかぼちゃや、うどん(*)を食べて、寒い冬をのりきろう！」と、思いました。 

「かぼちゃの白玉団子」が、とてもおいしくて、うれしかったです。      （小学４年生） 

 

申し込みは２家族と少なかったですが、当日になって子どもさんの体調不良のため欠席された方が

あり、１家族だけでの実施となりました。 

始めに講師の中川さんが持参された様々な防災グッズの使い方や、

買ったものの失敗だった物の話しを聞きながらなるほど！と思う事

が多々ありました。又、資料の子ども部屋の写真は、大人目線のもの

と子どもの目の高さで撮られたものの２枚があり、カラーボックスの

おもちゃ箱の前で遊ぶ子どもの様子のものでした。普段、何気なく使

っているカラーボックスが、子どもにとっては圧迫感を感じる高さだ

と感じました。 

 その後、家の中の家具の配置や固定方法の間違い探しでは、大人が

気付かない所を見つけて、その問題点と対策について、しっかりと指摘出来る兄 S 君はとても頼もし

かったです。 

そして、各自が書いてきた「自分が一番長くいる部屋の見取り図」を見ながら

の防災対策を確認し合いました。その気にならない弟 S 君は「間違い探し」で

は少しだけ振り向きましたが、その後は防災体験学習室でスッタフと楽しんで

いたそうです。 

話し合い終了後、家族で防災体験学習室に移動して、煙が充満した部屋からの

避難や増水し、浸水してくる車からの脱出の難しさなどを体験されていました。 

 今回の集まりで、何事も子どもの目の高さで観る事、子どもの考えに耳を傾ける事の大切さが実感

できた交流会でした。                              担当：岩井 
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

家族みんなで災害について話し合うこ

とがなかったのでいい機会になりました。

ガラス飛散防止シートの使い方など具体

的な対策を教えていただいたので、大掃

除もかねて早速実践したいと思います。 

（A.K.） 

 

災害が起こったらすぐに逃げれるよう

に、自分のひなん用のリュックがあると

いいと思った。家の中のあぶないところ

探しがおもしろかった。 

（小学校４年 S.K.） 

 

 

 

 

❤

それぞれの地域で災害に備えていろいろ話し合ったりしていますが、それは主に自分が家庭や職場

など常時いる時を想定して考えています。 

私は仕事で月に一度は南伊勢町に出かけます。車を走らせていて、今が起地震きたらと考えると、

早くトンネルから出ようとか、早く仕事を終え海から遠ざかろうとか思いますが、一時の事ですぐに

忘れていました。これではいけないと思い、行く先々での避難口、避難経路や避難場所を確認してお

かなければと、常時その場にいる人に避難経路や避難場所を聞くことにしました。話の中でその場所

ならではの災害に備えての話が聞けたり、またその方が伊勢に来た時の参考にと、伊勢の情報を伝え

たりして話が盛り上がります。これも災害に関する意識が深まる一つと思います。実際に事が起きた

時の状態は想像でしかありません。平穏な日々が続くと忘れがちになります。 

仕事や、旅行等いつもと違う所に行くとき、または滞在するときは、その場所の非常口や避難経路

等を確認しておくことは、自分の身を守る手段と思います。いつ起きてもおかしくない災害の事を意

識づけるのは、必要な事と思っています。 

倉木 

 

 

第１部は 

厚生労働省子ども家庭局子育て支援課係長より行政説明としてファミリー・サポート・センター事

業の推移・変遷・現状、地域子育て支援拠点等との連携推進状況、交付要綱の改正点、新型コロナウ

イルス感染症対策の取り組みや支援、子どもの預かりにおける安全確保に関する事の話と地域子育て

支援拠点における多機能型支援の先進事例 4 か所の紹介がありました。 

次に淑徳大学社会福祉学科教授柏女霊峰先生より「ファミリー・サポート・センター事業の目指すべ

き道とは」で、この事業が地域の関連機関と連携しながら、会員同士の相互援助活動からさらに進ん

で地域の子育て力を支える役割を担っていくであろうとのメッセージをいただきました。 

年長 S.K. 
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基調講演では日本福祉大学教育心理学部子ども発達学科准教授の東内瑠里子先生の「アンケート調

査から読み解くファミリー・サポート・センター事業の現状と課題」としてアンケート調査をもとに

提供会員を確保するための工夫、会員への働きかけ、提供・依頼・両方会員になった理由や動機、満

足度などの報告、考察、提言がありました。 

次に加古川市、久留米市、沖縄市、喜多方市、清瀬市、大垣市の６センターの事例発表がありその後、

第２部で事例発表を受けて分科会・グループディスカッションや意見交換が行われました。 

内容が盛りだくさんで情報量が多かったのですが、発表のあったセンターは皆さん今のお母さんたち

の困難な現状に対応できるように研修を積んだり、他機関と連携しながら対応している様子が伺え、

今後の私たちの活動の励みになりました。                    担当：池田 

 

 

❤  

 
 

この１８条では、親は、子どもが発達するのを見守り、子どもの最善の利益を守っていく責任があ

ること。また、国は、子どものためになる施設を作り、親への援助をしなければならない。そして、

親が二人とも働いている場合、国は親が責任を果たせるように手助けをしなくてはいけないというこ

とが書いてあります。 

先日ニュースで、ある国では、紛争と干ばつで３歳の女の子が結婚するという名目でいくらかで売

られ、その子が１３歳になったら外国の男の人と結婚する。家族は、そのお金で食料を買い、生き延

びているという報道を見ました。世界中で戦争や異常気象があると、子どもたちが犠牲になっていま

す。 

日本では、こんなひどいことは起こっていないと思われていますが、必ずしも子どもの健やかな育

ちが守られているわけではありません。東京・歌舞伎町の「トー横」や大阪・道頓堀川の「グリ下」

に集まる若者は居場所がない子どもたちです。誰か知らない人について行き、その日の食べ物をもら

い、泊まらせてもらえればいいと、刹那的な生き方をしています。子どもを家族が守ってくれない。

その家族を地域や行政が助けてくれない。 

どうすればいいのか？ 

このように子どもの育ちを保障できない親は、自身も子どものころに権利侵害されてきている。だ

 

 

第１８条 
 
１ 締結国は、児童の養育及び発達について父母が共同の責任を有するという原則についての認識

を確保するために最善の努力を払う。父母又は場合により法定保護者は、児童の養育及び発達に

ついての第一義的な責任を有する。児童の最善の利益は、これらの者の基本的の関心事項となる

ものとする。 

２ 締結国は、この条約に定める権利を保障し及び促進するため、父母及び法定保護者が児童の養

育についての責任を遂行するに当たりこれら者に対して適当な援助を与えるものとし、また、児

童の擁護のための施設、設備及び役務の提供の発展を確保する。 

３ 締約国は、父母が働いている児童が利用する資格を有する児童の擁護のための役務の提供及び

設備からその児童が便益を受ける権利を有することを確保するためのすべての適当な措置をと

る。 

https://jp.freepik.com/free-photos-vectors/school 
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からそのような親に寄り添い、子どもの頃のつらい思いを聴くことにより

受け止め、自らの力で立ち直れるよう支援することです。 

また、子どもには健全に育ててもらい、意見を言う権利があるというこ

とを知らせていく事。一般的な保護者には、愛着形成が大切だと伝えてい

く事がヒントになるのではないでしょうか。 

これまで小さい時からの愛着形成が大切だとファミサポニュースや広

報誌「はみんぐはあと」でお知らせしてきました。子どもを育てるのは、

たくさんの人の手を借りて、学んで、地域で支えていくシステムが大切だ

と思います。ファミリーサポート事業もその一つです。近所の知り合いの

様に子どもに関わってくれる提供会員の存在は、ありがたいことです。そして、サポートする側の人

だけでなく、親の学びとして依頼会員の方にも養成講座の受講をお勧めしたいと思います。 

そして、周りの方にもお勧めいただくことが地域の子どもたちの権利を保障することにつながって

いくと思います。 

 国も子どものことに危機感を感じて動き出します。こども家庭庁の動きに注目していきたいと思

います。 

鬼藤 

 

 

❤

今年度末まではオンラインビデオを通じて講座を視聴していただけます。興味のある方は是非お申

し込み下さい。受講お申し込みは、HP（右QRコード）からお願いいたします  → 
 

この４講座です。インターネット環境があればいつでもどこでも何度でも受講が可能ですの 

で、お申し込みお待ちしています。参加費は１講座につき１，５００円です。 

★ https://childhelplinemie.net/online/ 

担当：池田 

 

♪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!!（イオン伊勢店、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  URL：https://kodomo21.com/famisapo/ 
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