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本法人代表理事
恵泉女学園大学大学院教授
大日向雅美

通 信

「あにわにわ」とは、ニュージーランドの
マオリ語で虹を意味しています。

日毎に秋の深まりが感じられる頃となりまし
た。皆 様 におかれましては、いかがお過ごしでい
らっしゃいますか。日々、地域の子育て支援にご
尽力いただいておりますこと、心から感謝申し上
げます。
今 年 に入 って、政 府 は「子 ども 子･ 育 てビジョ
ン」や「子ども 子･育て新システム」
など、今後の子
育て支援の基本となるものを打ち出しています。
具体的内容はこれから審議決定されるようです
が、子どもの育ちや親 の子育 てを社会 の皆で見
守り、支えようとする理念が明確化されている
点が特徴といえます。
これまで日本社会では、子育ての第一義的責
任は親や家庭にあるとされてきました。親や家
庭の役 割の大切さは言うまでもありませんが、
子育ては親や家庭だけで担えるものでもありま
せん。育児に悩む親を始めとして、さまざまに育
児困難現象が指摘されている今日です。社会や
地域の皆で子どもの育ちを見守り、親の子育て
や生活を支えるための新たな仕組みの構築が急
がれているように思います。同時に、地域の実情
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全国版子育て・家族支援者養成講座事務局

をしっかりみつめ。地域の主体性を生かした施策
となることが望まれます。
しかし その具体化の前には、真剣に議論しな
くてはならない課題も山積しています。例えば、
昨今の子育て支援は親支援に偏っていないか、親
支援は良いが、子どもの最善の利益はどうなって
いるのか等々の疑問の声を聞く機会も一部に増
えています。確かに子どもをなおざりにした親の
勝手が許されるものではけっしてありません。し
かし、子どもの最善の利益とは何か。子どもの健
やかな育ちのために必要な保育や教育とは何か、
また親支援は果たして子どもへの支援と拮抗す
るものなのか。子育て支援は、いったい何のために、
いかに行うべきなのか等々、今こそ、支援の意義
と哲学を改めて問い直す必要があるように思い
ます。
また、地域の特性を活かし、地域主体で施策
を動 かしていく意 義は、これから益々 大きくな
ることでしょうが、その一方で、子どもはどこで生
まれ育っても、その発 達環 境 に一定 の水 準が保
障されなければなりません。そのためにナショナ
ル ミ･ニマムと地域主権とのバランスをどう図るか
も、大切な課題です。
子育て支援をめぐるこうした課題を皆さんと
共に考える研修を次の日程で企画しております。
この研修は、二〇〇 七年 から実 施してまいりま
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７月から、あい・ぽーとの園庭と屋上で収穫し
たばかりの有機無農薬野菜＆ハーブを産直価格
で販 売しています 。最 初は、利 用者さんが購 入
されるよりもスタッフが買うほうが多かったので
すが、最 近 は、利 用 者さんにも大 好 評で、お得
意様が増えてきました。こんな風に食べたら美味
しかった！、との嬉しいお声も沢山頂くようにな
りました。
あい・ぽーとで栽培されているハーブや野菜は、
すべてが「オーガニック」。牛糞、鶏糞、米ぬかな
ど有機肥料のみを使用し、農薬等は一切使用し
ていませんので、お子さんにも安心して食べさせ
られます。形や大きさが不ぞろいだったり、虫食
いがあるのはご愛嬌。そのぶん味や香りがしっか
りしていて自 然の美味しさを味 わうことが出来
る、と好評です。スープやサラダ、お肉やお魚料
理など、いつもの食卓にフレッシュハーブを加える
だけで、一段と美味しくレストランのようにゴー
ジャスになります。
子 育 てひろば「あい・ぽーと」では、「親子 で楽
しむメディカルハーブ」
や「ベランダ オーガニ
ックガーデン」な どの
講 座で、ハーブの楽し
み方 や その驚 く べき
自 然 の効 能 、野 菜 の
育て方などを、学べる
講 座 を 実 施 していま
す 。ベランダな どで、
育てて、美味しく食べ
る有機ガーデンライフ
を 家 族 で楽 しんでみ
ては、いかがでしょう
か？

あい・ぽーとプロダクツ

した『自治体職員研修』（住友生命助成）
ですが、 タンプラリーをためた利用者の皆さんと同じ手
支 援 者 の皆 様 にも振 るってご参加いただければ
作りのお料理でおもてなしさせて頂きたいと思っ
幸いです。詳細が決まり次第、改めてご案内いた
ています。
しますが、とり急 ぎ、日 程と場所をご案 内いた
沢山の支援者の皆さまにご協力頂きながら、
します。
利 用 者の皆さまと一緒 にあい・ぽーとの誕 生 日
を祝う日にしたいと思っておりますので、ぜひ、ご
参加下さい。

２０１０年度全国自治体職員研修
開催日と場所
一月二十一日（
金）
・二十二日（土）
子育てひろばあい・
ぽーと（
港区南青山）
二月二十五日（
金）
女性と仕事の未来館（港区三田）

あい・
ぽーと七周年

あい・
ぽーとは、今年の秋で、創立７周年を迎
えます 。子 育 て・家 族支 援者 養成 講 座で学 び、
地 域 の子育 て家 庭のお役 に立ちたい、という志
を持って活動して下さっている支援者の皆さまの
お陰で、あい・
ぽーと内の活動の充実のみならず、
派遣型一時保育事業を通して、多くの子育て家
庭の皆さまに愛される、あい・ぽーととなりまし
た。スタッフ一同、感謝しております。
恒例のあい・
ぽーとの誕生日イベントである「ふ
れあいフェスタ」では、７周年を記念して、これま
で、あい・ぽーとを育 て、成 長をサポートして下
さった子育て・家族 支援者の皆さまと祝う企画
を準備中です。
今 年 の新 企 画 は、カウントダウンウィークを
設 けたスタンプラリーです 。ポイントがたまった
利用者 の方 にはあい・ぽーとオーガニックハーブ
を使ったお料 理とお茶でおもてなしさせて頂き
ます。お料理は、子育て・家族支援者の皆さんに
よる愛情たっぷりの手作りの品々です。
また、当日は、ひろばでお馴染みの読み聞かせ
「こもれび」のほか、様々な特技をお持ちの支援
者さんによるお楽しみコーナーの開設も予定し
ています 。当日お手伝いして下さった方 には、ス

【養 成 講 座 開 講 情 報 】

港
<区 >

>

子育て・家族支援者養成講座（三級）Ⅸ期
開講日 二〇一〇年十月八日（
金）
十二月十日（金）
まで
受講生 四十一名

千
<代田区
子育て・家族支援者養成講座（二級）Ⅲ期
開講日 二〇一〇年十月四日（
金）
十二月十日（
金）まで
受講生 六名

浦
<安市 >
子育て・家族支援者養成講座（二級）Ⅳ期
開講日 二〇一〇年九月十七日（金）
十一月二十六日（金）まで
受講生 二十五名 家( 庭的保育者養成を含む )

高
<浜市 >
子育て・家族支援者養成講座
開講日 二〇一〇年九月二十七日（
月）
十一月二十九日（月）まで
受講生 二十四名

【バックアップ研 修 開 講 予 定 】

港
<区 >
十一月二十二日（
月）三級対象
十三時から十四時三十分
十一月二十四日（
水）二級対象
十六時三十分から十八時
内容 活動状況報告及び話し合い
講師 大日向雅美
本(法人代表理事・
子育てひろば「
あい・ぽーと」施設長
会場 あい・
ぽーと 二階 多目的ホール
十二月十三日 月( )十時から十一時三十分
内容 新生児と産後直後の
母親への理解と援助
講師 本野純子 助(産師 )
会場 あい・ぽーと 二階 多目的ホール

)

千
<代田区 >
十一月二十四日（水）
十四時から十五時三十分
内容 発達障害
講師 三隅輝見子
（
横浜市リハビリテーションセンター
発達支援部療育係長）
会場 西神田児童館センター 小ホール

児童育成クラブ指導員コース
ター内の交流の広場で、“お助けねっと・こんぺい
十二月二日（
木） 十時から十一時三十分
とう”
主催のサロンを開いてはとのお話である。
内容 活動状況報告及び課題解決に向けた助言
念願のこんぺいとうサロンという“常設場所”が
講師 野中 賢治
出来ることになり、浦安 市役所 こども課の指導
（
児童健全育成推進財団 企画調査室長） のもと、準備に取り掛かった。「子育て・家族支援
会場 浦安市文化会館
者 養 成 講 座２級 」修 了生 への勧 誘 から始 まり、
市役所の関係部署への表敬訪 問やお世話になっ
た方々へのお礼など、仕事の合間を見つけて訪問
高
<浜市 >
した。保健師さんや保育士さんからは、協 同事
十一月二十九日（
月）
十二時三十分から十四時
業化への提案も頂いた。お助けねっと会員同士で
内容 活動状況報告及び課題解決に向けた助言
も、何回も準備会を重ね、「こんぺいとうサロン」
講師 大日向雅美
のイメージを作り上げていった。ポスターやチラシ
本法人代表理事・
も刷りあげた。７月に入ってからは、交流の広場
(
子育てひろば「あい・
ぽーと」
施設長 ) の壁面をこんぺいとうサロン独自の装飾に仕上げ
会場 高浜市中央公民館 予定
た
。
(
)
そして、７月６日、無事 にエスレ高 須のオープ
ンの日に合わせることが出来た。開所式には、ご
十二月中旬
来賓として、浦安 市こども部の大 塚部 長やこど
内容 絵本について（
予定）
も課の指田課長が来所して下さった。高須地域
講師 図書館司書（予定）
での初めての施設ということもあり、初日の来所
者は一〇 八 人。人、人 、人で嬉しい悲 鳴を上げ
※ 未 定 の箇 所は、決 まり次 第お知らせ
た。「
これほど待たれていた場所であったのだ。」
と
致します。
実感した。
連日大勢の親子さんが来て下さり、それぞれ
楽しんでお帰りになっている。毎日来られる方も
多く、顔なじみになった方達と話題がはずむ。個
【こんぺいとうサロン（
浦安市 ）
】
人的な相談
事 も多 く、
浦 安 市で２級 認 定を受 けられた方 々が立 ち
上げたグループ、「
お助けネット・こんぺいとう」。 必 要 に応 じ
て児 童 セン
そのメンバーが中心となり、浦安市の新しい子育
タ ー との連
てひろば“こんぺいとうサロン”の運 営が始められ
携 を取 りな
ています。立 ち上げから現 在までの様 子を教え
がら対 応 し
ていただきました。
ている。
７ 月 ・８
「
念願の活動場所・
『
こんぺいとうサロン』
月と何事も
開設！」
な く過 ぎた
が 、これ か
お助けねっと・こんぺいとう
らが本 番 ！
代表 小林 世紀子
一日一日を
大 事 に活 動
し ていき た
いと思ってい
る。

４月から新しい名前で活動を始めようと考え
ていた矢先 の３月末 、浦 安市役 所こども課から
) 吉報を頂いた。７月に浦安市で初めての複 合施
設（
通称：エスレ高須）
がオープンすることになり、
その一角に児童センターが出来る。その児童セン

)

十二月十四日（火） 十時から十一時三十分
内容 絵本の選び方
講師 宮崎亜古
千(代田区立千代田図書館
学校支援チーフ )
会場 千代田区役所教育委員会室
月
火） 十四時から十五時三十分
1 十一日（
内容 活動状況報告及び課題解決に向けた助言
講師 伊藤美佳
東(洋大学ライフデザイン学部講師
会場 未定

浦
<安市 >
一般コース
十一月十七日（水） 十一時から十二時三十分
内容 発達障害
講師 三隅輝見子
（
横浜市リハビリテーションセンター
発達支援部療育係長）
会場 浦安市文化会館
十二月六日（
月） 十時三十分から十二時
十三時から十四時三十分
内容 バレエ
講師 岸川章子
（
新国立劇場バレエ団）
会場 浦安市文化会館
一月二十四日（月） 十時三十分から十二時
内容 活動状況報告及び課題解決に向けた助言
講師 伊藤美佳
東(洋大学ライフデザイン学部講師
会場 未定

プログラム

子育て中のあなたへの贈り物

ママもパパも子どもも笑顔いっぱい
親子体操
親も子も楽しめる親子体操。小さな

音楽絵本の中に飛び出した妖精のような素
晴らしいバレエ、親子で楽しめる親子バレエ
などなど、バレエが初めての子どもも、先生
のバレエに引き込まれ、夢中に体を動かして
いました。

たようです。講師：黒崎雅人

講師：岸川章子(新国立劇場バレエ団のバレリーナ)

を癒しましょう」
あい・ぽーとの人気プログラムや講座を特別開催！
薬膳･ハーブ･アロマ･サロンの 4 ブースで癒しのひとときを

コンサート＆バレエ

ご挨拶

２０１０

（住友生命相互会社/港区/NPO 法人あい・ぽーとス
テーション）

バレエとピアノ五重奏による演奏
歌劇[カヴァレリア ルスティカーナ]より間奏曲(マス
カーニ）[ホール・ニュー・ワールド]（メンケン）

大きな創作音楽絵本「I-FLOWER」

親子ヨガ

劇中にはリトミック・バレエ・歌など

り抱きしめて」という先生からのメ
ッセージに感激された方も多かっ

「ママへの贈りもの～子育てに疲れた心と体

ピアノ五重奏による演奏[愛の挨拶]（エルガー）

癒しのひと時を
キッズフェスタ

「親子で楽しく、心も体も弾ませよう！」

オープニングミニコンサート

子どもも、一所懸命に体を動かし、
「体操を通じてお子さんをしっか

午後の部（13:00～16:30）

アロマハンドマッサージ（ブースにて）

＆
バレエ

午前の部（10:00～12:15）

大人も子どももヨガのポーズでリラックスタイムを

親子バレエ

たかはしひでゆきライブ

親子で優雅にバレエのポーズを

協力：住友生命保険相互会社

ゴセイジャーで大人気！みんなで盛り上がろう！！

親子体操

企画・運営：NPO 法人あい・ぽーとステーション＆港区

座談会「パパへの応援歌」

お兄さんと歌いながら元気に体を動かそう！

パパのキモチをちょっとのぞき見。会場のみなさんと
共に子育ての苦楽を語りましょう。

有機園芸講座

お楽しみブース

８月１７日 東京国際フォーラムで開催された「丸の内キッズフェスタ」に今年も
住友生命保険相互会社のご助成で、あい・ぽーとが参加しました。

親子バレエ～フィナーレ

ハーブの寄せ植えに挑戦♪できあがりはおみ
やげに。

造形保育

最後はみんなでさあ踊りましょう！

閉会のご挨拶

（12:15 終了）

薬膳

メディカルハーブ

薬膳の基礎クイズを交えての紹介、薬膳

ハーブの薬効や健康について学び、キット

や健康について学び、試飲などもあり、

も大変好評で、とても喜んで頂けました。

ママ達は楽しそうでした。

講師：佐藤朋香

あい・ぽーとスタッフよりみなさまへ

※ 保育＆造形コーナーは終日

ビーズを使った作品製作。できあがりもかわいく、人気でした。

古河様

杉本部長

（16:30 終了）

大日向代表理事
＆スタッフ一同

講師：新井友加里

子育てサロン

このイベントにご協力いただきました、住友生命保険相互会社の執行役員兼調査広

ハンドマッサージ

パパとママが一緒にお話しをしに来

報部長古河久人様。港区子ども支援部長の杉本隆様。温かい応援のお言葉をありが

整理券も足りなくなるくらいの大盛況で、会

たり、絵本を読んだり、風船で遊んだ

とうございました。

場に溢れるアロマの香りが大好評でした。

り、親子で和やかに過ごす姿が見られ

講師：宇野澤勝美・谷信子

ました。 講師：伊藤美佳(東洋大学ラ

パパへの応援歌
シンポジストの皆様から、父親に沢山の応援メッセージを

たかはしひでゆきライブ

頂きました。また、会場の皆様との質疑応答も活発に交さ

イフデザイン学部講師)

天装戦隊ゴセイジャーの曲など素晴らし

れ、父親の育児について考える良い機会となりました。

講師：汐見稔幸 (NPO 法人あい・ぽーとステーション理事・
白梅学園大学学長)・山田正人 (横浜市副市長・経済産業省
時代に初の育児休業取得者)・高橋秀行(歌手)・大日向雅美
(NPO 法人あい・ぽーとステーション代表理事・恵泉女学園

い歌を披露していただき、会場からは、
手拍子などをも湧き上がって、とても盛
り上がっていました。

歌手：たかはしひでゆき

大学大学院教授)
たくさんの方々のお力添えのお陰で、いつものあ
い・ぽーととは違う、この大きな舞台国際フォーラ

有機園芸講座
あい・ぽーとでは園庭を使用して、2003 年から有機園芸体験プログラム「キ
ッズ交流ガーデン」を開講しております。今回はその出張版で、ハーブの寄
せ植えを体験。使用した苗は、あい・ぽーとと恵泉女学園大学からとれたも
のです。親子が、植物に触れる楽しみを感じていました。準備した有機ハー
ブ苗のお土産は大好評で、参加者のみならず、ご出演者の方々やご来賓の方
にお渡し出来まして、沢山の喜びと感謝のお声を頂きました。
講師：澤登早苗(恵泉女学園大学大学院教授)と恵泉女学園大学の学生の皆さま

ムで、楽しい時間を過ごすことができました。一日
を通して、たくさんの方にお越しいただき、スタッ

大きな創作音楽絵本

フ一同感謝の気持ちでいっぱいです。
ありがとうございました！！

四重奏による演奏・歌を歌ったり、バレエ・リトミックなどの内容が盛り込まれ、
子どもたちも一緒に動物になったりして、楽しみました。創作絵本：蒲原元・ピ

アノ：鈴木香代子・バイオリン：御船あずみ・勝又綾・ビオラ：市川真未・チェロ：
浦川麗・リトミック：小貫美保・野原幸恵

親子ヨガ
親も子も楽しめる親子ヨガ。小さな子ど
もも一生懸命に体を動かし、楽しんでい
ました。講師：濱奈美

スタッフ挨拶

