信
通

「子 ども 子･ 育 て新 システム」の中
間とりまとめについてご報告

革 」と歩調をあわせて一定 の結論 を出 し、

速 やかに国 会に法 案 を提 出す る必要 があ

グループの下、基本制度・幼保一体化・
こど

子ども・子育て新システム検討会議作業

急 務 です し、保 護者 が安 心 してバランスよ

拘らず、良質な発達環境を整備することは

ば、親の就労の有無や生活スタイルの違いに

るからです。今日の子どもの状況を考えれ

も指針の三つのワーキングチームに分かれて

く子育てと仕事を行うためにも、幼保一体

（
大日向雅美）

検討をしてきた議論の中間とりまとめが先

地 の委 員からは「もはや幼 稚園 保･ 育園 な
どと言っていられない。一日も早く、子ども

化 は喫 緊 課題 です 。東日 本 大震 災 の被 災

いたします。幼 保一体化 ワーキングチーム

と親 のために幼 保 一 体 化 を推 進 して欲 し

般行われました。

では、昨 年十月から九回にわたって議論 を

い」
という声もありました。

ここでは特に幼保一体化についてご報告を

進 めてきましたが、今 回、主に次 の三 点 が

この暑 さがいつにも増 して辛 く感 じられま

うです。被災地の方々のご苦労を思うと、

報では昨年に勝るとも劣らぬ猛暑となるよ

今 年 もまた暑 い季 節 を迎 えました。予

大日向雅美

ーです。本法 人がこれまで大 切にしてきた

橋になりたいとの思いを込めたニュースレタ

支 援 者 の皆 様 や自 治 体 の皆様 の心 の架 け

ニュージーランドのマオリ語で「虹」。各地の

にわにわ」
もまさに「
絆」を意味しています。

す。その合言葉が「絆」ですが、実はこの「あ

うとしていることが、辛い日々の中の希望で

て、何とかして未曾有の災害を乗り越えよ

三月十一日以降、日本中が心を一つにし

一方、所管に関して国レベルでの省庁の一

う。

ける「学校 教 育 ・保 育 」の計 画的 整 備 を行

新システム事業計画を策定して、地域にお

町村は市民のニーズを客観的に洗い出し、

政を解消し、公平性の確保をはかる。③市

保育」にかかわる財政措置に関する二重行

ども園給付（
仮称）
」
を創設し、「
学校教育・

教育・
保育」
を全ての子どもに保障する②こ

① 「総 合 施 設 （仮 称 ）」を創 設 し、「学 校

キングでは、引き続き、制度案要綱が目指

歌でした。今秋から再開される予定のワー

座 長を務めている私にとって忘れ難い応 援

良いものを創 っていこう」という委 員の声 は

れないものではない。時代の流れにあわせて、

が創 ってきたものである以 上 、乗り越えら

本的なものであれば致し方がないが、人間

もありましたが、「文 化 や歴 史 の違 いが根

いを重視して、拙速な一体化を懸念する声

願です。一方、幼稚園と保育所の文化の違

乳幼児保育に携わっている人々の長年の悲

就 学 前 の子 どもが過 ごす 環 境 の整 備 は

こうした中、史上最大規模といわれる液

理念の意義を、今回の震災で改めて大切に

本化、施設の根拠法の一本化等、さらに新

合意されました。

状化被害をうけた浦安市では、市長はじめ

したいと思う昨今です。今号でご紹介する

す。

法人代表理事・恵泉女学園大学大学院教授

市の全職員が防災服に身を固めて、炎天下

す幼保一体化の実現に向けて、議論が再開

ます。その影響で、保育園も土日開園とな
って、保育士 さんや支援者 の皆さまもご苦
労を重ねておられることと思います。

めを行 ったのは、「社 会 保 障 と税 の一 体 改

課 題 を多 く残 しながらも中 間 とりまと

後の課題です。

イフバランスとの整合 性 、財 源確 保 等 が今

システムの制度 全体 に関わる問題 として、

全国版子育て・家族支援者養成講座事務局
住所：〒106-0031 東京都港区西麻布 2-24-25-509
電話：０３－６６５７－８５３９ ＦＡＸ：０３－３４９９－８５３９
Ｅ－ｍａｉｌ：station@ai-port.jp
ＵＲＬ：http://www.ai-port.jp

キッズフェスタや自治体職員研修にも、この

子育てひろば「あい・ぽーと」

の中、街の復興に立ち向かっておられます。

住所：107-0062 東京都港区南青山 2-25-1
電話：０３－５７８６－３２５０ ＦＡＸ:０３－５７８６－３２５６
Ｅ－ｍａｉｌ：info@ai-port.jp
ＵＲＬ：http://www.ai-port.jp

される予定です。

代表理事：大日向 雅美・新澤 誠治

国 ・地方 ・事業 主負 担 のあり方やワークラ

特定非営利活動法人あい・ぽーとステーション発行

思いを精一杯込めています。皆様もどうぞ

2011.7.20

また高浜市では、浜岡原発停止による節電

「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。

奮ってご参加ください。

第１4 号

対策として、企業が土日操業を実施してい

暑中お見舞い申し上げます

全国子育て・家族支援者ニューズレター

４月２３日（土）毎年恒例のスプリングコンサートを、今年はチャリティコンサートとして行いました。
参加費と寄付金を、液状化などで深刻な被害のあった千葉県浦安市へ寄付させていただきました。
浦安市は、子育て・家族支援者養成講座を本法人と共に実施運営している自治体で、港区や千代田区・高浜市
と同様に子育て・家族支援者の皆様が、地域の子育て家族のために活動されています。
チャリティコンサートのテーマは、「Ｂａｂy」。暖かなひだまりで、すやすやと眠っている赤ちゃんとお母さんがゆったり
過ごしているひと時を描きました。コンサートが進むにつれて画家による赤ちゃんの絵が完成したり、あい・ぽーとオ
リジナルリトミックや子育て・家族支援者さんによるマジックショーがあったり・・・。最後は会場の皆で一緒に心を込
めて、「ひとりの手」と「小さな世界」を合唱しました。
震災の影響もあり、例年に比べて親子の参加はやや少なかったのですが、支援者のみなさんがいらして下さった
お陰で、賑やかなコンサートになりました。

皆さまからいただきました義援金の合計は、
６５,１８２円となりました。

ありがとうございました。

～天皇皇后両陛下 行幸啓～
五月二十五日（
水）
に天皇皇后両陛下があい・
ぽ
ーとをご訪問下さいました。
両陛下は、大日向施設長から施設概要について
説明を受けられた後、園庭で有機野菜栽培教室
（
澤登早苗 恵･泉女学園大学教授指導）
の様子を視

住友生命保険相互会社では、「
未来を築く子育

年度が最終年となります。これまでの四回では、

住友生命保険相互会社助成による本研修も今

二〇一一年度全国自治体職員向け研修

てプロジェクト」
として、「
エッセイ・
コンクール」
「
子

主に各自治体の子育て支援担当者を対象として、

住友生命保険相互会社
「
未来を築く子育てプロジェクト」

育て支援活動の表彰」
「
女性研究者への支援」
を通

国の最新施策の動向を踏まえつつ、地域のニーズに

〈
丸の内キッズフェ
スタ二〇一一〉
参加者募集

午前は、参加型音楽絵本やバレエでファンタジー

じて、子育てに関わる方々を支援しています。二

則した子育て支援の在り方を検討して参りました。

今年も、あいぽーとステーションが、丸の内キッ

の世界へ。午後は子ども時代を振り返りながらの

〇一一年度の応募もただ今受付中です。詳しくは

ズフェ
スタに参加いたします。

育児相談専門家によるメッセージや、被災地の子

ｗｅｂサイトをご覧下さい。

お待ちしております。

多くの皆さまのご参加を

子ども支援関係者です。

お持ちの各地の子育て・

復興支援に高い関心を

行政職の方々をはじめ、

育て支援を担当している

をはじめ各自治体で子

本研修の対象は、被災地

ことを目指します。

地との連携の促進を図る

担当者と研究者・
企業・
ＮＰＯ等市民団体・
被災現

学際的な観点からの研修内容とすると共に、行政

境学会と協力し、建築・
心理・
保育等の各領域との

みの一助となることを目的と致します。こども環

かっていくべきか、関係者の叡智を結集した取り組

視点から再検討し、未曾有の被害にいかに立ち向

る時です。被災地の復興・
創造を子ども・
子育ての

厳しく、かつ長期的な取り組みが必要とされてい

折りしも、東日本大震災が発生し、復興に向けた

さて、事業の総括の意味を込めた今年度ですが、

についての検討も行ないました。

に真に必要な発達環境はいかに保障されるべきか

も・
子育て新システム」
の方向を確認しつつ、子ども

新たな子育て支援策として打ち出された「
子ど

在り方について学びあいました。また現政権下で

各自治体の課題を明らかにしつつ、その具体化の

具体的には、次世代行動計画の後期策定の年には、

どもたちを想う復興支援プロジェクトに耳を傾け
た後、自然の神秘や不思議さと戯れる子どもの感

＜午後のコーナー（13:30～16:00）へのご参加は、バックアップ研修対象となります。＞
【お問い合わせ】子育てひろば「あい・ぽーと」03-5786-3250

察され、続いて一階のひだまりで子育て 家･族支援
者による「
絵本読み聞かせ」
やホールで「
音楽絵本

http://www.sumitomolife.co.jp/child/
子育て中のみなさんの大切なお気持ちや素敵な

「子どもと森へ出かけてみれば
～自然の神秘と不思議さに戯れる子どもたち～」
出演： 小西貴士（写真家＆保育士）

性を楽しみ、子どもを大切にする一日をご一緒に

午前は、音楽に合わせてバレエやリトミック、画家による即興の絵本創りを通して、子ど
もを中心としたファンタジーの世界へ。午後は、様々なメディアを通して育児相談等で活
躍している先生方が、自身の子ども時代を振り返りながら、会場の皆さんの育児相談をお
受けするコーナーへ。続いて、住友生命「未来を築く子育てプロジェクト」による(東日
本大震災復興緊急支援プロジェクト)助成を受けたグループの「被災地の子どもたちを想
う」活動の報告を。最後は自然の中で戯れる子どもの姿の映像を通して、子どもを大切に
する一日としたいと思います。

コンサート」
を親子と一緒に楽しまれました。

「復興支援プロジェクト活動報告」
出演： 澤登早苗（恵泉女学園大学教授）

エピソードを「
エッセイ・
コンクール」
に応募してみま
せんか？

～お昼休憩～

過ごしたいと思います。

対象：未就学児の親子と子育て支援に関心のある方
定員：各回 120 名（※事前申し込み優先・当日参加も可）
※「午前」
「午後」
「一日」の中から選んでお申込みいただけます。

庭では子どもが差し出したお花とハーブを受け
詳細は左記のプログラムをご覧ください。

東京国際フォーラム ホールＤ５
２０１１年８月１６日（火）１０：３０～１６：００

取られて、「
摘んでくださったの。有難う」
と愛お

協力：住友生命保険相互会社 企画・運営：NPO 法人あい・ぽーとステーション＆港区

しそうに香りを楽しんでおられました。贈った子
どももとても嬉しそうでした。子育て・
家族支援
者の方々には「
大切なご活動ですね。これからも
地域のためにお尽くし下さいね」
とのお言葉を、
保護者の方には「
こういう施設があって良かったで
す ね。お健やかにお
育て下さい」
等のお声
がけを頂きました。
行幸啓のお出迎えと
して参加された港区
長、厚生労働副大臣、
東京都保健福祉局長
や大日向施設長らと、
子育て支援施策等につ
いて懇談のひと時もお
持ちになるなど、子

「育児専門家による子育てメッセージ」
出演： 新澤誠治、榊原洋一、小西行郎 、汐見稔幸 、
大日向雅美 （以上法人理事）
13:30～16:00

育て支援に深い理解

「参加型音楽絵本とバレエでファンタジーの世界へ」
10:30～12:00

と関心をお示しにな

総合司会：天野ひかり（元 NHK すくすく子育て）
【プログラム】

られました。一時間
余りのご滞在でしたが、
終始、親子やスタッフ
に優しい笑顔とお言
葉をかけて下さり、忘
れ難い思い出をいただ
くことができました。

「子どもを想う」
～ファンタジー＆自然に遊び、被災地を想う～

【
総会報告】
二〇一一年六月七日（火）午後五時三〇分よ
り六時三〇分まで、子育てひろば「あい・ぽーと」
二階多目的ホールにて、二〇一一（
平成二十三）
年度通常総会が行われました。議決権をもつ正
会員二十名のうち十六名（書面表決者含む）
及
び理事、監事そして賛助会員出席のなか、議長
は新澤誠治代表理事が選任されました。第一号
議案「二〇一〇 平(成二十二 年) 度事業報告」で
は、大日向雅美代表理事より、本法人が行ってい
る七つの事業の目標達成状況が説明され、第二
号議案「二〇一〇 平(成二十二 年)度決算報告」
では、榎本陽子事務局長からの収支計算表・
貸
借対照表・財産目録の決算報告に続いて、松村
正一監事から監査報告をいただきました。第三
号議案 「
二〇一一 平(成二十三 年)度事業計画
案( 」で
) は、大日向代表理事より、本法人が実施
してきた地 域の子 育て・家族 支援事 業の継続 、
特に五年目を迎え、今年度が最終年となる住友
生命保険相互会社助成事業の夏の「キッズフェス
タ」と冬の「
全国自治体職員向け研修」に関して
企画の詳細について説明がなされました。第四号
議案「
二〇一一 平(成二十三年度予算 案( 」
で
) は、
榎本事務局長より、第三号議案に基づいた予算
表が示されました。以上第一号議案から第四号
までの全議案は、満場一致で承認されました。
その他 、これから予想される厳 しい日本経 済の
中、今後の法人の運営に関する意見を求めまし
たところ、出席者からは「認定ＮＰＯ法人にした
らどうか」「法人会員 の人数を増やすよう自分
も声かけをする」等々、真剣に本法人の将来を
考えて下さるお声を多数いただきましたことは
大変有り難く、感謝申し上げます。
二〇一〇年度は、順調に事業展開を致しまし
たが、二〇一一年度は三・一一東日本大震災に
よる影響も避け難いことと思われます。今後と
も本法人の活動 に対して、より一層のご理解と
ご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。

【
バックアップ研修開講予定】
七月二十九日（
金）

〈
港区〉
内容 リスクマネジメント

①十三時～十四時 三十分 ②十 四時三十分～ 十六時

①…集団保育でのリスクマネジメント
②…派遣型一時保育でのリスクマネジメント
講師 榎本三千雄
（
㈱イー・
ケア・サポート代表取締役）
会場 子育てひろば「
あい・
ぽーと」
九月七日（
水）
①十三時～十四時 三十分 ②十 四時三十分～ 十六時

内容 事例検討会
①集団保育 ②派遣型一時保育活動
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 子育てひろば「
あい・
ぽーと」

〈
浦安市〉
一般・
家庭的保育者
九月十五日 木( 十
) 時～十一時三十分
内容 手遊び等
講師 中島優子（
富岡保育園主任保育士）
会場 未定
十月十一日 火( 十
) 時三十分～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 福川須美（駒澤女子短期大学教授）
会場 未定
十月二十六日 水( 十
) 時～十一時三十分
内容 絵本の選び方
（
浦安市中央図書館奉仕第三係長）

講師 大宮祐子
会場 未定

児童育成クラブ指導員コース

十月四日 火( 十
) 時～十一時三十分
内容 活動状況報 告及び課題解決に向けた助言
講師 野中賢治
（財団法人児 童健全 育成推 進財団企 画調査 室長）
会場 未定

〈
千代田区〉

（
本法人代表理事・子育てひろば「
あい・
ぽーと」
施設長）

九月十二日（
月） 十五時～十六時三十分
内容 活動状況報告及び課題解決に向けた助言
講師 大日向雅美
会場 千代田区役所 四〇四会議室

十月十二日（
水） 十五時～十六時三十分
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 未定

〈
高浜市〉

九月二十八日（
水） 十時四十 五分～ 十二時 十五 分
内容 子ども（
三歳未満児）の安全と環境
講師 福川須美（駒澤女子短期大学教授）
会場 未定

十月五日（
水） 十四時三十分～十六時三十分
内容 家庭的保育の運営管理
（記録の取り方等）
講師 尾木まり（子どもの領 域 研究 所 所長）
会場 未定

（元 天 理 大 学 准 教 授 大 阪 教 育 福 祉 専 門 学 校 非 常 勤 講 師 ）

十月十二日（
水） 一五時～十六時
内容 保護者理解と対応
講師 上村康子
会場 未定
十月十九日（
水） 十五時～一六時三十分
内容 子ども（
三歳未満児）の安全と環境
講師 岡健
会場 未定

※未定の箇所は、決定次第お知らせ致します。

【
今年度養成講座開講予定】

〈
港区〉

子育て・
家族支援者養成講座 二(級Ⅸ期 )
開講日 二〇一一年十月十四日 金( ～)
十二月九日 金( ま)で

〈
浦安市〉

子育て・
家族支援者養成講座 二(級Ⅴ期 )
開講日 二〇一一年九月三十日 金( ～)
十一月十八日 金( ま)で

〈
千代田区〉

子育て・
家族支援者養成講座 二(級Ⅳ期 )
開講日 二〇一一年九月二十六日 月( ～)
十二月十二日 月( ま)で

〈
高浜市〉

子育て・
家族支援者養成講座《
基礎研修》

開講日 二〇一一年九月十三日 火 ～
(
)
十二月十六日（
金）まで

自治体の広報・ホームページ、またはあい・

※ 申し込み方法等の詳細につきましては、各

ぽーとステーションのホームページでご案内

する予定です。お知り合いの方でご興味を

お持ちの方がいらっしゃいましたら、是非、

ご紹介下さい。

