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いいこと♪いいこと♪

広場の遊びから

一時預かり

ぷちのお部屋から

◆◆◆◆♪♪♪♪ いいこといいこといいこといいこといいこといいこといいこといいこと♪♪♪♪

「「「「ふれあい遊びふれあい遊びふれあい遊びふれあい遊び」毎日」毎日」毎日」毎日 11:0011:0011:0011:00----11:3011:3011:3011:30

<<<<水曜水曜水曜水曜>>>> えいごえいごえいごえいごでででで遊ぼう遊ぼう遊ぼう遊ぼう 4444月は月は月は月は第３第３第３第３ のみのみのみのみ1111回回回回

<<<<第第第第2222第第第第4444 木曜木曜木曜木曜>>>> おやおやおやおやこでこでこでこでダンスダンスダンスダンス ((((近ゆきこ先生近ゆきこ先生近ゆきこ先生近ゆきこ先生))))

<<<<第第第第1111 火火火火････水水水水>>>> マニスマニスマニスマニスのお話し会（丸山さちこ先生）のお話し会（丸山さちこ先生）のお話し会（丸山さちこ先生）のお話し会（丸山さちこ先生）

◆「◆「◆「◆「0000歳児つどい歳児つどい歳児つどい歳児つどいの広場」毎週木曜の広場」毎週木曜の広場」毎週木曜の広場」毎週木曜 10:0010:0010:0010:00----11:0011:0011:0011:00

ぽけっとにお別れしても子育て応援団の一員で・・・

まちにまった桜景色。新芽の緑が明るく花々は色づき、華やかな季節ですね。重いコートを脱ぎ捨てて、さぁ外へ！と元気よ

くいきたいところですが、（ちょっと待って。まだついていけない…）というのは私の心の叫び。春は少々苦手です。

卒園、卒業、転校、職場内の送別など等・・・それを繰り返して大人になりましたが、仕事柄、喜ばしい門出も含めて身近な

人たちとのお別れに涙の多い三月。心をいっぱい遣って、遣い果たして、今度は新しい出会いにいささか緊張気味で迎える四月。

そんな心の機微を記憶しているのでしょうか。春のまぶしさに、気後れしてしまうのです。

子どもたちを見ていても、新しい環境に馴染むまではドキドキですね。入園、入学はもちろんのこと、進級だってやっぱり不安は

あるはず。なんとなく幼稚園や学校へ向かう足どりが重たそうに見えることもあるかもしれません。「前のクラスの方がよかっ

た…」なんて後ろ向きにみえる発言もあるかもしれません。できれば、環境の変化に動じない強い精神力を持っていてほしいと、

親ならだれでも思います。そして、そういうお子さんもたくさんいます。

しかし、三歩進んで二歩下がり、また三歩進んで「気がついたらこんなに進んでいた」となればいい。振り返るのは「良かったな」

「楽しかったな」という経験があるからこそ。ついつい「元気に！」とか「がんばって！」「楽しく！」と景気の良い言葉をか

けがちですか、いつものペースと変わりなく、「今日も一日いい日でありますように」という当たり前の願いをもってゆっくり進むのを

見守ってあげようと思うのです。

その一日一日が積み重なると、「今」が一番幸せに感じるようになるもの。私も今は自分の内面に向き合い、静かに春を味わうこ

とが喜びです。季節の移り変わりと心の変化、四季があるからこそ生まれる感性を大事にしたいと思っています。

● センター長センター長センター長センター長 山浦彩子山浦彩子山浦彩子山浦彩子((((やまうらやまうらやまうらやまうら あやこあやこあやこあやこ)))) ●●●●
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心が春のようにいつもほっこりしています

こんにちは！火曜の3時からと木曜の9時から17時、ぷちにいる笠谷

裕子です。学生時代のあだ名からユッコ先生となりました。絵を描く

事と猫が好きです。ファミサポの支援会員でしたが、縁あって昨年末

よりぷちへ参加することになりました。ぽけっとでの柔らかで優しい時

間に、心が春のようにいつもほっこりしています。外も段々と暖かく

なってきましたね！お散歩でどんな春探しができるか楽しみです。

さて、子どもの頃から大好きな絵本をご紹介したいと思います。

『ぼくのはね』きたむら えり作。「（出版社からの紹介を抜粋）りすの

ころは、あるにれの木に住んでいます。好きなものは、お父さん手作

りのぶらんこと、おやつと、小鳥の羽根です。お天気の日、ころは集め

ていた羽根を干してから、森へ遊びに出かけました。しばらくして帰

ると、干していた羽根がなくなっています。ころの羽根をもっていっ

たのは…」絵もホンワカと可愛らしく、

フワフワのシッポに触ってみたくなっ

たり、集めたたくさんの羽根にワクワ

クしたり、ころの勇気と優しさに、今

読んでも胸がジーンと熱くなります。

昔の絵本ですが、図書館などで見つか

ったらどうぞ読んでみてくださいね♪

◆◆◆◆ 笠谷笠谷笠谷笠谷 裕子裕子裕子裕子（かさや（かさや（かさや（かさや ゆうこ＝ユッコ先生）ゆうこ＝ユッコ先生）ゆうこ＝ユッコ先生）ゆうこ＝ユッコ先生） ぷちぷちぷちぷち 担当担当担当担当◆◆◆◆◆◆◆◆ 野川野川野川野川 典子典子典子典子（のがわ（のがわ（のがわ（のがわ のりこ＝ノリ先生）のりこ＝ノリ先生）のりこ＝ノリ先生）のりこ＝ノリ先生） 事務事務事務事務 担当担当担当担当 ◆◆◆◆

自分の子育て中のいろんな人との出会いを通して得てきたものを、私な

りの形で次の子育て中の方々へお返ししたい気持ちで、ぽけっと以外でいろ

んな活動をしてきました。今はつくしんぼの会という野外保育です。週2

日、2、3歳の子どもたちと山や海、川へ出掛けています。活動中、大人

は極力口を出さない手を出さない姿勢で子どもを見守ります。子どものや

りたいようにやりたいだけやらせてあげるようにしていますが、時にそれを

苦しいと感じるママも多いようです。でも、一年間その姿勢で見守って

いくと、子どもたちはメキメキと力を伸ばしていきます。長い目で見て

“まぁそのうちに″と思っていると、ある日ブレイクする時がくるのです。

お友だちと楽しそうに遊ぶようになったり、自分で着替えができるよう

になって自信を持てるようになったりして、イキイキとした表情をみせ

てくれます。その小さな身体の中に秘められた力にいつも感動し、待って

あげることの大切さを痛感します。ぽけっとでもつくしんぼでもたくさんの

親子との出会いのお陰で私も更に多くのものを得る毎日です。

立ち上げ準備から関わってきた

ぽけっとにお別れすることになり

ますが、これからもみなさんの

子育て応援団の一員でありたい

と思っています。ありがとう

ございました！

◆◆◆◆ 大大大大 掃掃掃掃 除除除除

４４４４/27(/27(/27(/27(金金金金))))

※※※※広場は広場は広場は広場は11:0011:0011:0011:00～～～～

◆◆◆◆ 休休休休 館館館館 日日日日

日日日日曜・月曜・曜・月曜・曜・月曜・曜・月曜・祝祝祝祝日日日日

◆◆◆◆ 職員会議職員会議職員会議職員会議 ４４４４/21(/21(/21(/21(土土土土))))

※※※※広場・一時預かりのご利用は広場・一時預かりのご利用は広場・一時預かりのご利用は広場・一時預かりのご利用は9:009:009:009:00ｰーーー13:0013:0013:0013:00になりますになりますになりますになります



オープンして3年半、新しい先生を迎えてますますパワーアップしていきます！

2008年10月に、ぽけっとが誕生してから早いもので3年半が過ぎました。昨年から今年の初めにかけて、ぽけっとは8名の新しい先生

を加えて、総勢21名の体制でみなさんをお迎えしています。設立当初は14名でしたので、7名も増員したことになります。その理由

としては、①緊急の対応やキャンセル待ちの解消のため、ぷち(一時預かり)を3人から4人体制にしたこと ②ファミサポを１人から3

人体制にしたこと ③事務職を増やしたことetc.が挙げられます。

ぽけっとの職員は、保育士や幼稚園教諭など保育経験だけでなく、地域の子育て関連のボランティア活動に従事するなど、いろいろ

な分野での特技や経験をもっています。これまでもコラム記事で自己紹介などを載せてきましたが、これからも折に触れて紹介して

いきます。今回は、昨年度から新しく加わった先生方の紹介と辞められて新たな道へ進まれた先生について取り上げます。

2012. 2012. 2012. 2012. ４４４４.1.1.1.1....

ふぁみさぽ

ファミリー・サポート・センター

昨年の東日本大震災から、早いもので1年が過ぎました。新しい

スタートというには程遠い、長い長い復興までの道のりです。南か

ら咲きはじめた花の便りに、昨年、被災地に咲いた満開の桜を思い

出しました。葉山にいる私たちにできることはわずかでも、今いる

この場所で、力一杯、皆様のお役に立てるようにと生きていこうと

思う毎日です。

4月は新入園・新入学の季節。ファミリー・サポート・センター

を利用している子どもたちも、1年成長して春を迎えました。おね

がい会員さんからお預かりの時間の変更などの依頼があり、子ども

たちの成長を実感しています。そして、育児休暇から復職される方

や保育園を卒業して学童保育を利用するお母さんが、ファミサポの

利用を考えて登録手続きをされています。まかせて会員さんに依頼

のお電話をすると、「どんな依頼ですか？喜んでお手伝いさせてく

ださいね。」とうれしい一言。また、新しい出会いを楽しみにされ

ている様子です。

ファミリー・サポート・センターの活動は、「おねがいします」

「まかせてね」そんな気持ちのやりとりを大切にしています。新し

い出会いとともに、温かな気持ちがつながってゆくことを楽しみに

しています。
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新メンバー紹介

ぽけっとのせんせい

ぽけっと no NEW FACE

行谷行谷行谷行谷 恵美恵美恵美恵美（なめがや（なめがや（なめがや（なめがや えみ）えみ）えみ）えみ）先生先生先生先生 得意の栄養・調理分野をさらに生かすために得意の栄養・調理分野をさらに生かすために得意の栄養・調理分野をさらに生かすために得意の栄養・調理分野をさらに生かすために

昨年昨年昨年昨年9999月末付で退職されました。月末付で退職されました。月末付で退職されました。月末付で退職されました。

相原ユリア相原ユリア相原ユリア相原ユリア（あいはら（あいはら（あいはら（あいはら ゆりあ）ゆりあ）ゆりあ）ゆりあ）先生先生先生先生 海外へ転居されるために、昨年海外へ転居されるために、昨年海外へ転居されるために、昨年海外へ転居されるために、昨年10101010月末付で月末付で月末付で月末付で

退職されました。退職されました。退職されました。退職されました。

野川野川野川野川 典子典子典子典子（のがわ（のがわ（のがわ（のがわ のりこ）のりこ）のりこ）のりこ）先生先生先生先生 野外保育野外保育野外保育野外保育｢｢｢｢つくしんぼの会つくしんぼの会つくしんぼの会つくしんぼの会｣｣｣｣活動に専念される活動に専念される活動に専念される活動に専念される

ために今年ために今年ために今年ために今年3333月末付で退職されました。月末付で退職されました。月末付で退職されました。月末付で退職されました。

西川西川西川西川 恵理子恵理子恵理子恵理子（にしかわ（にしかわ（にしかわ（にしかわ えりこ）えりこ）えりこ）えりこ）先生先生先生先生 小学校で補助教員としての仕事に専念される小学校で補助教員としての仕事に専念される小学校で補助教員としての仕事に専念される小学校で補助教員としての仕事に専念される

ために今年ために今年ために今年ために今年4444月末付で退職される予定です。月末付で退職される予定です。月末付で退職される予定です。月末付で退職される予定です。

子育てをこころの発達から考える

子のこころ 親のこころ

子どもの人権…自分のこと相手のことを守るために

先日、小学校入学を控えたKちゃんのママから「ひとりで通学できるかしら。

疑うことを知らない子だから心配…子どもをどうやって守ったらいいでしょう

か？」と聞かれて、その場ではうまくお話しすることができませんでした。

人を信頼できるのは心が安定している証し。友だちと仲良くできたり良いこと

の方が多いのですが…危ない状況を察知して回避する力もつけてほしい。私自

身もわが子が幼い頃に「知らない人に話しかけられてもついて行ってはいけ

ない」と話しながら、必要以上にこわがらせるのではないか、人を疑うこと

を教えることにならないかと、戸惑った覚えがあります。

子どもをさまざまな暴力から守るために人権教育をしているCAPCAPCAPCAP（（（（Child Child Child Child 

Assault PreventionAssault PreventionAssault PreventionAssault Prevention））））はその疑問にわかりやすく答えてくれます —だれも

が｢安心｣｢自信｣｢自由｣ ３つの基本的権利をもっている。｢ふあん…｣｢こわい

…｣｢いたい…｣と感じたら、もう人権は脅かされている。そんなときは自分を

守るために｢GO=GO=GO=GO=逃逃逃逃げる｣｢NO=NO=NO=NO=イヤと言う｣｢TELL=TELL=TELL=TELL=相談する｣べき。①安全な

間合いの取り方 ②大きな声の出し方 ③抱きつかれたときの逃れ方etc.寸劇で実

際に見せてもらえて、どんな状況が“不審”かお子さんにもわかりやすい—

不審な(＝人権が脅かされる)状況には、言葉の暴力や無視、性的なものなどわ

かりにくいものもあります。安心・自信・自由が奪われると察知するためには、

自分の存在をたいせつと感じていること(＝自己肯定感)がとても重要。危機か

ら逃れて自分の身を守る底力になります。

“たいせつな自分”が脅かされたらがまんしなくていい、助けを求めていい。

暴力に訴える相手もまた誰かの助けが必要な状態･･･止めることが“相手をた

いせつ”にすること。暴力の連鎖を防ぐことにもつながっていくはずです。

◆◆◆◆上野上野上野上野 祐子祐子祐子祐子((((うえのうえのうえのうえの ゆうこゆうこゆうこゆうこ)))) 副センター長･心理相談担当副センター長･心理相談担当副センター長･心理相談担当副センター長･心理相談担当 ◆◆◆◆

より一層のご活躍を!

おつかれさまでした

ユキコユキコユキコユキコ せんせいせんせいせんせいせんせい

いしいいしいいしいいしい ゆきこゆきこゆきこゆきこ

石井由樹子石井由樹子石井由樹子石井由樹子

事務事務事務事務 担当担当担当担当

エリカエリカエリカエリカ せんせいせんせいせんせいせんせい

いそむらいそむらいそむらいそむら

磯村磯村磯村磯村 えりかえりかえりかえりか

ぷちぷちぷちぷち････事務事務事務事務担当担当担当担当

ドンチャンドンチャンドンチャンドンチャンせんせいせんせいせんせいせんせい

こばやしこばやしこばやしこばやし ええええ みみみみ

小林小林小林小林 恵美恵美恵美恵美

事務事務事務事務 担当担当担当担当

ユッコユッコユッコユッコ せんせいせんせいせんせいせんせい

かさやかさやかさやかさや ゆうこゆうこゆうこゆうこ

笠谷笠谷笠谷笠谷 裕子裕子裕子裕子

ぷちぷちぷちぷち 担当担当担当担当

オオオオ ココココ せんせいせんせいせんせいせんせい

ふじおかふじおかふじおかふじおか きょうこきょうこきょうこきょうこ

藤岡藤岡藤岡藤岡 恭子恭子恭子恭子

ぷちぷちぷちぷち 担当担当担当担当

マサヨマサヨマサヨマサヨ せんせいせんせいせんせいせんせい

せんだせんだせんだせんだ まさよまさよまさよまさよ

千田千田千田千田 真代真代真代真代

ぷちぷちぷちぷち 担当担当担当担当

ジュンコジュンコジュンコジュンコ せんせいせんせいせんせいせんせい

もりさきもりさきもりさきもりさき じゅんこじゅんこじゅんこじゅんこ

森崎森崎森崎森崎 順子順子順子順子

ぷちぷちぷちぷち 担当担当担当担当

チチチチ イイイイ せんせいせんせいせんせいせんせい

しばさきしばさきしばさきしばさき

柴崎柴崎柴崎柴崎 ちとせちとせちとせちとせ

ぷちぷちぷちぷち 担当担当担当担当

よろしくおねがいします♪


