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 やっと、マスクから解放される日がやってきまし

た。コロナとマスクのコラボが随分、長く続き、旅行

を楽しみにしていた私たち年寄りのみならず、多くの

人の楽しみを奪ってきましたね。楽しみにしていた沖

縄訪問も、ズーッと遠いものになってしまいました。

沖縄で待っていて

くれた友達も、「も

う少しだね」とエ

ールを送り続けて

下さり、お互いに

年をとったと嘆いております。娘さんがミンサー織り

に魅され（本当は彼に？）これをきっかけに、家族で

石垣に移住してしまったのです。 

 練馬在住時には菊池ミイ子さんの「菜の花」で高齢

者のお弁当作りと、私達と共に「手をつなご」でも活

動くださった私と同年齢のお婆さんです。パイナップ

ルや打ち上げられる海藻など送ってくださいました。

そして、彼女が言うには、練馬で楽し

ませてもらった「菜の花」でのお弁

当作り、そして「手をつなご」での

子育て支援、楽しかっただけでなく、

今、石垣で、2つの活動が元になって、

お婆たちの仲間に歓迎され、活躍している

とのこと。とても役に立ったといつも話して下さいま

す。私達の活動が石垣でも役に立っていると聞くと、

とても嬉しくなります。自分も楽しみながら、その地

でお仲間に入っていけ、人から重宝され、良かったと

思います。 

 先日、被爆者である私に練馬の被爆者の会で「3 分

間だけ話」をと言われました、実際には、私など出し

ゃばるところではないのです。3 分ということだった

ので、『私が保育者として初めて保育園でアルバイトを

したのが「長崎の原爆落下地域の山里保育園」だった

ことを話し、この足元には沢山の人が亡くなり、今も

沢山の骨や魂が…』と思うと、保育どころではなく、

居ても立っても居られず東京に舞い戻ったことを話し

ました。前に朝日新聞に掲載されたことがある親戚の

お婆さんの焼けただれた骨を祖父がバケツに拾って来

て床の間に置いてあったことなども思い出しました。

（実際には何も分かっていなかっと思います。当時 3

歳でした。）外で遊んでいた兄は爆風で飛ばされ、他所

のおじさんの上に落ち、その叔父さんの血を浴び、本

人は無事だったとか。その兄は、ずーっと「非核 3 原

則の運動」を続けています。良かったら、「川野浩一」

で検索してください。ウィキペディアにも名前が出て

います。（以前は何をしているのかと思っていました

が、今は自慢の兄です。）ロシアが「核をも辞さない」

という声、北朝鮮・中国も然り？『世界中のみなさ

ん！本当に核を持ち出すのはやめましょう！戦争は辞

めましょう！』小さな声(心の中では大きな声)で叫ん

でいます。安倍首相に、「貴方はそれでも日本首相です

か？」と噛みついたという記事が載りました。それが

兄だったんです。 

私達は、戦争での最後の核犠牲者のままで良いので

す！  
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「対話ができるシャカイなら、育ちあい育てあい支えあ

える」 

 

私が手をつなご副理事長を昨年 5 月総会にてお引き

受けした理由を問わず語りにポツポツつぶやきます。以

下、興味関心のある方はおつきあいください。 

長男 2 歳で次男が生後２ヶ月のころ、子連れで遊び

に行ける場所があると聞き、藁をもすがる思いで訪れた

のがはじめの一歩。たまたま理事長と同窓であることが

わかり、折々に連絡をいただいていました。拠点を構え

るわよという理事長からの連絡を受け、スタッフを年上

の友人であると感じながら、三男を連れてひろばに日参

しました。その頃は、地域のおばさん（おばあさん）た

ちがほぼボランティアでひろばスタッフとして運営し

ており、行事の折には利用者である私たちも参画させて

もらっていました。法人化をしてまもなくに、利用者代

表として理事にならないかと誘われるままに理事を引

き受け、運営を知らない利用者の自由な立場から理想的

かつ妄想的な発言をし、そのたびに理事の先輩諸氏に

「ならばいつかアナタがやればいいじゃない」と、半ば

呆れられながら言われたものでした。 

いま細谷家の子どもたちは、長男28歳、次男25歳、

三男はまもなく 21 歳です。私も齢を重ね、それなりに

経験も積みました。人と人とのつながりも広がり、一緒

に関わってきた方々と共に育ちあい育てあい支えあい

今に至ります。 

理事の傍ら、職員としても関ぴよぴよ非常勤 → あ

いあいあい南大泉非常勤 → 事務局非常勤 → あ

いあいあい東大泉常勤 → あいあいあい南大泉常勤

となり半年になります。数えてみて自分でもビックリで

すが、約 15年間で 5回の異動を経験しています。それ

ぞれの職位から、その時々で自分にできる最大限をして

きたつもりです。利用者親子も含め、たくさんの人と出

会い、繋がり、育ちあい育てあい支えあいを実践してき

ました。ときには激しく意見をぶつけあったり、意見と

意見の板挟みになって調子よくバランスを取ったつも

りが両方から責められたり。対話をし続け、対話の流儀

を学び続け、そして今なお道半ば、対話はまだまだ続け

る覚悟です。 

副理事長をお引き受けしたのは、いま 50代半ば過ぎ

の自分があと何年職員としても関われるかと考えたと

きに、「いつか」は今だなと感じたからです。シャカイ全

体で育ちあい育てあい支えあえる理想をもちつつ、まず

は職場で、そして手をつなごの中でそれを実現すべく、

対話を続けます。育ちあい育てあい支えあい、そのため

に対話が不可欠だと思っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域子ども家庭支援センター関 

田巻 眸 

 2023 年 1 月より、地域子ども家庭支援センター関

の相談員として勤務しています。現在、6歳の男の子と

２歳の女の子の育児中です。前職は東京都女性相談セン

ターで母子へのコーディネーターをしていました。 

 私が手をつなごに出会うまで、２つの想いがありまし

た。１つは、DV 等で逃げてきた母子との出会いを通し、

被害者である母子が何もかも捨て、

住み慣れた地域から逃げて、新しい

暮らしを選ぶしかない状況への疑

問。その前に関われることの重要性

があるはず。地域の中で暮らし続けるためには、支えあ

い、助けあい、笑いあうことが大切ということ。 

2 つ目は、練馬区から逃げてきた母子たちは練馬を大

好きと語り、練馬にいたいと訴える事が多かったこと。

練馬は電車で通り過ぎるだけでしたが、練馬ってどうな

っているんだと興味がありました。 

副理事長 細谷 美保子 

各事業所職員から 

副理事長就任にあたって 



 そんなこんなで偶然出会いに恵まれ、想いがマッチし、

勤務することができています。センターでは相談員やひ

ろばスタッフ、ママ達から練馬について教えてもらって

います。 

地域子ども家庭支援センター貫井 

村上 真由美 

 1 月より地域子ども家庭支援センター貫井の非常勤

で勤務しています。 

 二人の息子が成人し、自分の時間を持てることに感謝

しながら生活を楽しんでいます。 

 二年ほど前から仕事の休みの日に母とウオーキング

をしていますが、歩くだけでは長く続かないと思い、い

くつかコースを決めてその中に「美味しいコーヒー店で

休憩」の楽しみをプラスして一万歩を目指しています。 

 出産前後や、子どもが乳幼児の時期は予想外のことが

起こり、そのような時、どこへ相談すればよ

いか迷う保護者様が多いと思います。私は

練馬区ファミリーサポートセンターのサー

ビスを利用し、援助会員さんが数ヶ月自宅に通って下さ

いました。練馬区にはファミリーサポートの他、子育て

を支援するいくつもの事業がありますので多くの方に

知っていただきたいです。 

 貫井に勤務して二ヶ月過ぎますが、職員が改善すべき

点を見つけると、解決するまでがとても早く、利用者さ

んが快適に利用できるようにいつも対策を考えている

と感じました。チームワークのよい貫井の職場で子育て

を頑張っている地域の皆様にお役に立ちたいと思って

います。 

小規模保育園手をつなご石神井台 

 佐藤 真由美 

私は保育園で子どもたちに給食を作っています。調理

室の前が保育室ということもあり、子どもたちが元気に

遊んでいる様子を見ることができます。 

調理室から子どもと目が合うと窓越しに手を振って

くれたり、「まゆみさーん！」と大きな声で呼んでくれ

たり、遊んでいたおもちゃを見せに近寄っ

てきてくれたり、ここでしか味わえないよ

うなコミュニケーションを子どもたちとと

っています。その関わりがあってか自然と子

どもたちの様子を見ることになり、一人ひとりの特徴を

覚えるようになりました。私は食事の時間だけの関わり

だけではなく日常からの子どもの様子を見て、保育士た

ちと共に子どもたちの成長をサポートしていきたいと

考えています。職種関係なく保育を経験させてもらえる

のも小規模保育園ならではと思い、これからも子どもた

ちと一緒に楽しみながら給食づくりをしていきたいと

思います。 

あいあいあい東大泉 

小菅 美保 

1 月よりあいあいあい東大泉で勤務しております小

菅美保と申します。わが子も大学生と高校生になり、子

育てもひと段落。私は子どもが大好きなので子育ては楽

しんでできる！と思っていましたが、いざ自分が子育て

となると、わからないこと、心配なことが多く不安にな

り悩みました。気軽に話をきいてもらえる場所、相談で

きる場所があればもっと子育てを楽しめ

たのでは！と思っているときにひろばの

存在を知り、保育や子育て支援などの仕

事に関心をもち研修を受けました。ひろ

ばの仕事は、まだまだ不慣れですが利用者さんに寄り添

い、居心地の良いひろばづくりを心掛けながら学んでい

きたいと思います。よろしくお願いいたします。ちなみ

に私の趣味は植物を育てることです。季節の花を植えた

り、観葉植物の手入れ、ビカクシダを壁掛けにしたりと

その子その子に育っていく姿をみるのが癒しです。 

あいあいあい南大泉 

鈴木 まさ美 

1 月よりあいあいあい南大泉で、勤務させていただいて

います。 

 以前は保育園で保育士、子育て支援センターで相談員

をさせていただいていました。どちらの職場もとても温

かく、人に恵まれていたことで働き続けることができま

した。子どもやお母さん方とともに私自身も先輩や同僚

から育てていただきました。 

 子どもだけでなく大人も泣いたり、笑ったり。辛いこ

とがあっても乗り越えて行く逞しい姿に励ま

され、学ばせてもらっています。 

 仕事も子育ても楽しいことばかりで

はなくて、難しいことや辛い経験をする

こともありますが、無駄なことはひとつもないなぁと感

じる今日このごろです。 

 南大泉のスタッフの皆さんも個性豊かで、またまた良

き出会いをさせていただき楽しく勤めさせていただい

ております。利用者親子さんのホッとできる場所になる

よう、尽力していきたいと思います。どうぞよろしくお

願い致します。 



 

 

 

 

 

 

 

2022 年度理事会報告 

9 月 15日開催 

 議案 ・2022 年 10月 1 日人事 

    ・臨時職員等の時間給引き上げ 

    ・あいあいあい一時預かり料金の値上げ 

    ・地域交流事業の位置づけ 

    ・理事会報告の伝達方法 

 

10 月 26日開催 

 議案 第 1 号議案 2022 年 11月 1 日付人事 

について 
 

11 月 17日臨時理事会 

 議案 2022年度 12月賞与の提案 

 

1 月 25日開催 

 議案 ・地域子セン関所長決定 

    ・2022 年度 3月賞与に関する提案 

 

2 月 17日開催 

 議案 ・2023 年 4月 1 日付け人事について 

    ・2022 年度意向調査について 

 

保育サポーター研修会のご報告 

202２年度の保育サポーター研修会を 10 月 25 日

（火）9：15～11：30 関町地区区民館にて開催いた

しました。研修の講師に

桑代副理事長を招き、「子

どもを大切にする心とは」

のテーマで、子どもの人

権や心を学びました。今

回の研修は全ての保育サ

ポーターを対象とし、保育

業務の一環として実施い

たしました。参加人数も

20 人の大所帯での研修になりました。新しい試みとし

て、参加できない方には撮影した動画を YouTube 上

で限定公開し、後日レポートを提出してもらう等もれな

く学んでもらえるよう設定しました。その他手をつなご

事業所にも動画のURLを通知し、子どもの人権につい

て法人全体の意識を高められるよう試行錯誤した研修

になりました。 

 

2023 年度通常総会のご案内 

下記のとおり開催予定です。 

ご多忙の折恐縮ですが、ぜひご出席くださいますようお

願い致します。今年の総会は短い時間ですが、懇親会を

実施いたします。会員企業の皆様の親睦を深める場とし

て、ぜひご参加ください。 

なお、会員の皆様には 5 月初旬に議案などお送りいた

します。 

 

記 

日時 2023 年 5 月 27日（土）１０時～１2 時 

場所 関町北地区区民館 1 階 大広間 

主な議題 保育園閉園について 

 

2023 年度 会費納入のお願い 

同封の振込用紙にて 2023 年度の会費の納入をお願い

いたします。大変お手数ですが、4 月末日までに下記の

口座にお振込みください。 

正会員  3,000 円／年 

賛助会員 1 口 3,000円／年×1口以上 

 

【郵便局から振り込む場合】   

ゆうちょ銀行   

口座番号 00180-1-168824  

特定非営利活動法人手をつなご  

【その他の金融機関から振り込む場合】  

ゆうちょ銀行（金融コード 900）  

〇一九（ゼロイチキュウ）支店 

当座 ０１６８８２４ トクヒ）テヲツナゴ 

 

会費・ご寄付についてのお問い合わせ 

手をつなご事務局 

☏03-6767-2577 

✉st_contact@tewotsunago.or.jp 

事務局通信 


