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“元気っこFORUM”はニッセイ財団が昭和54年から行っている「児童・少年の健全育成助成」ならびに平成19年にスタートした「生き生きシニア活動顕彰」を
今年受けられた団体から寄せられた声をもとに編集しています。“あっ、こんな活動をしている仲間がいる！”“こんな計画があるのか！”と、がんばっている全国の
仲間たちを応援したり、意見を交換しあったり。どんどん情報の輪が広がっていくきっかけになれば、と考えています。

広がれ元気情報のネットワーク！

創部8年目となる今では、町内外のいろいろなイベントや地域の敬老会など年間16、17回の演奏依頼
が入るほどになりました。8月の末には、町内の特養ホームを今年も訪問しました。この日は納涼祭りな
ので、浴衣や甚平などの私服で参加。レパートリーである「ディズニーのマーチ」や「ユーロビート」など
5曲を演奏しました。施設のお年寄りたちは、今年も子どもたちが来てくれたと大喜び、「ふるさと」を演奏
すると一緒に口ずさんでくれる方もあり、皆さん手拍子をして聴き入ってくれました。祭りの最後には、
職員やスタッフの人たちに混じって、「日光和楽おどり」を一緒に踊りました。

カルタづくり、
そして「かみのかわ九九の物語」を編纂
“古い遺跡や城跡のこと知っているかい？こんな神社やお
寺があるけどお参りしたことあるかな？”新興住宅地域の
子どもたちに地元のことを知ってもらい、ともに「ふるさと」
に対する愛着を深めてもらおうと、4年前、町の歴史や社
寺、民俗行事を集めた「かみたんカルタ」を作成しました。
子どもたちが主体となり、できた数が68枚。学校の授業で
使ってもらえるように解説書も用意しました。そして、翌年
には内容を深めた本「かみのかわ九九の物語」として仕上
がりました。

“ピーッ！”先頭の指揮者のホイッスルと指揮棒のリズムを合図に、
マーチングバンドが動き出します。曲はオリジナルの「ドラムマー
チ」、そしておなじみの「聖者の行進」。この日は毎年開催される夏
の一大イベント「夕顔サマーフェスティバル」。町の中央の通りを舞台
に、私たちのバンドはいつもオープニングのトップを飾ります。5月に
新チームに加わった低学年の子たちも汗びっしょりで演奏。沿道の見
物の人たちから大きな拍手と歓声が上がります。
私たちの町は、昔からの農村部と新興住宅団地が戸数と人口ともに相
半ばしているところです。何もしなければ、2極分化した地域になるこ

とが容易に考えられます。この
ような地域の住民が、お互いに
顔見知りになり、言葉を交わせ
るようになれば今までにない地
域になると考え、まず子どもが
主体となる活動・地域ブラスバ
ンド部「明児」が始まりました。

子どもたちの
可能性を広げる
夏の「めいじ子ども教室」

夏休みの子どもたちの居場所づくりも兼ねて、
“遊びながら学ぶ”スタイルの体験講座を開い
ています。会場は地域のコミュニティセンター。
テーマは盛りだくさんで、宇宙のことを知る理
科教室や地域の川の生き物を調べる生物教
室をはじめ、籐細工、万華鏡づくり、お茶、
ポシェットづくり、勾玉づくり、トールペインティ
ング、おやつづくり、饅頭づくり、ソバ打ち体験、
理科教室・化学実験、生物教室、フラワーアレンジ
メントなど19ものテーマを設定。地域の大人が先
生となり、活躍していただくことで新たな地域の
一体感も生まれています。

▲もう、すっかり、町のイベントでは、
無くてはならない存在です。

◀高校生になった先輩の中には
吹奏楽部で活躍する子も。
そして、今年は音楽大学に進
学した人もいます。

カルタ作成で、子どもたちは挿絵を描いてくれました。「天狗や河童、一つ目小僧…」妖怪や幽霊がでてくる物語が人気です。

田んぼの川には何がすんでいると思う？

正式なお茶の作法を教えてもらいます。

へん　 さん

私たちの演奏が町を
一つにする！

浴衣を着て特養ホームの納涼祭りを訪問

全国から集まった住民をつなぎ、誇れる故郷づくりを進めています。

「明治コミュニティ推進協議会」：栃木県上三川町
かみのかわ
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団体の課題（３つ選択）

参加者募集・人数変化

●リーダーの皆さん、活動報告書を送っていただき、ありがとうございました。いつもなが
ら、子どもたちの元気な様子とたくさんのエピソードに思わず引き込まれてしまいます。
新たに地域に加わった仲間や地域を越えて人と人がつながっていく話。成長したOB・OGが
活動をサポートし、次の世代に引き継いでいく話。ヨコへの広がりと時というタテの流れが
織り合わさって絵巻物のように続いていくのが感じられます。2000年にスタートした
「元気っこFORUM」も17年目、これからも皆さんの活動を応援してまいります。

●ニッセイ財団は、昭和５４年の設立からこれまでの３8年間で、全国の１万4千
を超える団体に総額82億円の助成を実施してまいりました。これまでの皆
様のご支援に心より感謝いたします。これからも、ささやかではありますが、
人間性・文化性あふれる真に豊かな社会づくりの一助となる活動を続けて
まいりたいと考えております。

リーダーの皆さんから送っていただいた活動報告書。先輩方から受け継ぎ、つないでいく上での悩み、新たな活動を起こし手応えと広がりを感じている喜び。
例年見られる普遍的なものも多くありますが、今を活かした新しいアイデアも寄せられています。きっと、今後の活動に役立つノウハウもあることでしょう。

子どもたちに寄り添い、
心落ち着く環境を提供したい。
「てらこや無償塾」を始めたきっかけは2011年におきた東日本大震
災でした。県内に避難してきた子どもたちは突然の震災により混乱
していて、知らない土地に来たことにより学校も環境も変わり、慣
れない状況の中で笑顔も少なく学習にも身が入らない状態でした。
そうした子どもたちと県内の生活保護や母子家庭の子どもたちの
学習サポートが必要だと考え、止むにやまれぬ気持ちですべて持ち
出しで学習支援室をたちあげました。みんな生活困窮なので当事者
からは一切お金は取りませんでした。先生方も私の思いに共感して
くださって多くの支援者が集まりました。子どもたちは寄り添って受
け止めてくれる人がいて、安心して自分の悩みや気持ちを打ち明け
ます。心が安定しないと、勉強は入ってきません。また食生活も乏し
いので栄養満点で温かな食事を提供することで、お腹も満たされて
初めて、学習の意欲がわいてきます。子どもの未来のために仲間と
手を携えて、これからも無償塾を続けていきたいです。
（岐阜県　岐阜キッズな（絆）支援室）

役を演じることで子どもたちに
貴重な疑似体験を積んでもらいます。
食育、職業に対する偏見の問題など実話に基づいた作品「いのち
をいただく～みいちゃんがお肉になる日～」という作品をとりあげ、

いまできること、次の世代に委ねること。
答えをさがし続けています。
精華町が学研都市として新地域の開発に力を入れ、他町村から若い
家族が移住し子どもが増えました。慣れない地域で密室育児が多い
と聞かされ、子育てが終わった自分に何ができるか、なんとか支援
せねばと考え、子育てに参加して10年、連絡協議会として設立7年
ですが、メンバーの一人ひとりとしっかりと対話ができているか反省
するこの頃です。子育て中の親と毎年2回、顔合わせをしながら悩み
を聞いているのですが、なかなか解決にいたりません。その部分が
大きな課題になっています。また、これからは次世代にゆだねる方
向性としてNPOとして活動できたらと考えています。
（京都府　精華町子育て地域パートナー連絡協議会）

ただ上手くなるだけではなく、年少者への思いやり、
地域への愛着も育んであげたい。
当クラブは、卓球の競技技術の向上を第一の目的としている集まり
でありますが、小学生から中学生までが活動していることから、上の
学年の子が下の学年に対して思いやりを持って指導できるかなど、
精神的な部分の向上が図られることも期待しています。また子どもた
ちは、中学、高校と進み、多くは町外、県外へ転出していくものと思い
ますが、当クラブでの活動の中で地域に親しみ、地域に愛着や誇りを
持ってもらうことにより、将来的にUターンして戻って来ることができ
るような意識を持たせられる活動を行っていきたいと考えています。
（青森県　まべち新風ジュニア卓球クラブ）

思いを届けたくて、
あえてイラスト入りの手書きチラシを作成。
参加者募集において、チラシの作り方を工夫しました。今までは
パソコンを使った活字で要項として出していましたが、手書きにき
りかえてみました。またイラストも盛り込み、小学生の目を引くよう
なレイアウトを考えました。思うように立派なチラシではありませ
んが、手書きにすること、イラストをいれることで私たちの思いが
届いてほしいと思います。実際に参加した小学生から「イラストが
かわいかった」と言ってもらえて、うれしかったです。
（福井県　福井市ジュニアリーダーズクラブ）

保護者の先入観を払拭するために、
地道に丁寧に伝えて理解してもらう。
ここ数年で団員数も減少傾向にあります。原因としては、まず子ど
もの数が減少していることはもちろんですが、1番の原因は親御さ
んたちの野球に対する偏見だと感じています。子どもはやりたいけ
どお母さんが・・・などと言う子どもたちが多く見受けられます。その
親御さんに話を聞くと返ってくる言葉は決まっています。「送り迎え
が大変」「土日がなくなる」「野球はお金がかかる」。どれも私たちの
団では、お互いが協力し合いスムーズに対応しております。お金も
大してかかりません。使わなくなったもの、サイズが合わなくなった
ものなど、あるものを利用して対応しております。後々、入団した親
御さんに話を聞くと100%の確率で入団させて良かったと返ってき
ます。子どもたちと一緒にいろんな経験をし、一緒に成長し、感動を
与えてもらい、大変だったこともなかったかのように思えてきます。
こういう素晴らしい環境で野球をしていることをまだ伝えられてい
ないというのが現状です。ポスター、インターネットでの団員募集、
保護者同士での勧誘、学校行事でのチラシ配布等を行っています。
この素晴らしい団を知ってもらえるよう、いつでも気軽に来れるよう
体験を随時行っています。また親御さん方からの偏見も払拭させら
れるよう、地道に話し合いの場も設け理解していただいております。
そうした活動の効果も少しずつあらわれてきております。
（山形県　中山ジュニア野球スポーツ少年団）

保護者との関わり方

特に気づかうのは、
託児の際の母の気持ちと子どもの心。
子育て中のお母さん方の一番近い存在でいたいと思います。
現在、市内で行われるイベント、乳幼児学級、託児付き講演会、
コンサート、講習会、読み聞かせ会、妊婦健診離乳食の勉強会など、
どこに行っても「すくすくわくわくまあるいこころ」のスタッフが笑
顔で親子を待っているという現状です。特に託児をするときは母

情報発信

市報で紹介、集会でアピール、ブログやツイッター
でも。いろいろと試行錯誤する毎日です。
不登校をしている子どもたちは、最初なかなか家から出ることができ
ません。不登校している自分自身を認めることができないからです。
それは親も同様です。長い葛藤の後に家で元気に過ごせるようにな
ります。そして、どこかに行きたいと願うようになります。不登校をし
ている仲間に出会える場所を探します。私たちは居場所の存在を市
報に載せたり、集会でアピールしたりしていますが、情報を必要とし
ている人に届いていないことを痛感しています。ブログやツイッター
などでの情報発信も始めましたが、なかなか軌道に乗っていません。
わかりやすいパンフレットを作成しようと企画し、本年度には完成さ
せたいと考えていますが、日頃の居場所の運営の上に様々な情報発
信があり、作業が追いついていないのが現状です。1人でも多くの悩
んでいる子どもたちが集まってくれる居場所になるように様々な情報
発信ができるようにしたいと思っています。
（東京都　特定非営利活動法人 オニバスの種）

子どもたちに接するとき、心しておきたい6つのこと。
●家庭の状況（少子高齢化）をよく理解すること。
●温故知新の意味合いを深めること、古きものが正しいとは限
らない。新しいものが皆良いものとは限らない。
●欠けているのではなく、教育が届いていないと考える。
●正解を与えたり、強制するのではなく考えさせる。
●失敗させて、まずは転ばせてみる。
●「自分の世界にこもる」ことの低年齢化を危惧している。
（栃木県　御幸地区子ども会・青少年育成協議会）

”自主性を持つ””継続する”
この2つを身につけてほしい。
スポーツ活動、特に幼少期において最も難しいのは「自主性を持た
せること」「継続をさせること」。この2つはどちらも別々に独立し
ているわけではなく、お互いが密接にリンクしています。この2つ
に通じる何かを見つけることが指導者としての役割であるとの自
負はあるのですが、それが更に難しい作業であり日々試行錯誤の
連続です。幼少期のみでなく10年15年経ったとき、子どもたちが
そのスポーツに何らかの形で関わっているよう長期的な目線と
計画で活動を続けていくつもりです。
（高知県　十市少年剣道教室 スポーツ少年団）

［ 編集・発行 ］
公益財団法人日本生命財団

［ 制　  　作 ］
株式会社オレンジ

［ 印　  　刷 ］
岡村印刷工業株式会社

聞かせてください！

編集後記

活動の課題 対応策

愛着をもって植物を世話することで
自然に対する感性が育まれていく。
植物を育てる活動を通して育まれるものはとても大きいと感じて
います。子どもたちは植物の成長を喜び、慈しみ、楽しむとともに、
栽培に大きな影響を与える毎日の気温や降雨量、風にも敏感にな
り、季節の移り変わりにも気づいていくようになります。低学年の
うちから、自分が世話をする植物に愛着をもって関わっていくこと
で自然に対する感性が育まれていくことを感じています。花とみ
どりの少年団活動を通して、自然を愛し大切にする心が育ってい
ることに感謝しています。学校の力だけではできないこと（土作り
や耕し等）について保護者や地域の協力を得て行っていますが、長
期的な展望では人材が減る傾向にあることが課題です。
（富山県　大山花とみどりの少年団）

各種イベントや行事の場で上演させていただきました。年齢層に
よっていろいろ着眼点が違います。子どもたちは動物や植物の
いのちをもらっているのだから食べ物を大切に残さず食べたい、
というような感じ方、また大人はそれに加えて職業に対する差別や
偏見はなくさなければならない、というような感想が多かったです。
私たちはこの表現活動を通して演じる子どもたちに疑似体験をし
て作品のテーマを感じ取ってもらうこと（情操教育）を目的に取り
組んでいます。すぐに結果が出る活動ではありませんが、地道に続
けていくことが大切ですし、これまでおよそ16年間の活動の成果
はあったのではないかと感じています。
（香川県　児童劇団スマイルハット）

自主活動団体とんとん山（滋賀県）
山口剣友会（福岡県）

活動の様子・感想

課題と対応策

親と離れている子どもの不安な心、子どもを預けている母親の心境
をサポートしています。子どもを預けるとき、泣き顔を見たくない
という気持ちを理解しながらも、離れるときの声かけ一つで子ども
はたとえ数時間泣くことがあっても、親を待つことができるという
ことを伝えています。声かけをせずにいつの間にかお母さんがい
なくなってしまったと感じた子は、いつまでも理解できずに泣いて
探してしまいます。できるだけお母さんの口からお子さんに説明し
てもらえるように声かけすることを頑張っています。また支援セン
ターなどで遊んでいる親子さんで目立つのが、お母さんが座り込
んで話に夢中になってしまい、お子さんを全く見ていないという
状況です。お友達同士ケンカをしたり、高いところにのぼってし
まったりと危ないこともあるので、できるだけ見守りをお願いして
いますが、なかなか難しいのが現状です。
（岐阜県 すくすくわくわくまあるいこころ）

教えてください！

その他 21（4.1%）
プログラムづくり
29（5.6%）

活動場所確保
36（7.0%）

リーダーの確保・育成
127（24.6%）

参加者募集・人数変化
125（24.2%）

情報発信
40（7.8%）

保護者との
関わり方

52（10.1%）

安全の確保
36（7.0%）

地域との
関わり方
50（9.7%）
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往復42kmを完走するぞ！

自転車で走破する「ツールド秋吉
台」に挑戦。

“あっ、折り返しの展望台が見
えてきた。お昼のおいしい豚汁

が待ってるぞ！”スタートしてか
ら、

ほぼ20km。いきなりの上り坂
にくじけそうになったり、川沿い

の田舎道を快調にとばしたりし

ながら何とか目的地の秋吉台が
近づいてきました。5月に団結

式を行い、今回が最初の本格

的なアドベンチャー活動です。
地域の交流センターからサイク

リングロードを通って秋吉台を

目指す、名付けて「ツールド秋
吉台」（往復42km）。日ごろ、自

転

車で長距離を走ることなど少な
い子どもたちにとって、初めて

の

大冒険だったかもしれませんが
、スタッフやボランティアで手伝

っ

てくれた高校生たちにも励まさ
れ、参加者71名、一人のリタイ

ヤ

もなく全員無事ゴール。“つらか
ったけど楽しかった！”と、やり遂

げ

た達成感で、すっかり日焼けした
笑顔が誇らしげでした。

「おごおりウィークエンドアドベンチ
ャー実行委員会」：山口県山口市

“もっと自信をもって、

一人で悩みすぎないで！”活き活
きと元気に

子育てをしていけるお母さんを
増やしたい！

“お子さんと手をつないで、音
楽に合わせて歩いてみましょう

”“抱っこが好きな子は、親子で

目と目を合わせてね”楽しいリ
ズムや音につられて動き出すニ

コニコ笑顔の輪。母親がリラッ

クスするほど、それは子どもにも
伝わり、ホールの中がとても穏や

かな雰囲気になっていきます。

月2回開催の子育てサロンで、
平均年齢65歳の私たちが提供

するプログラムは、季節のうた
、

手遊び、ふれあい遊び、リズム、
ミュージック・ケア、絵本の読み

聞かせ、紙芝居、親子体操など
。

親子が楽しさを共有でき、子ど
もとのスキンシップがとれる参

加型のサロンです。今年で4年

目に入り、参加したお母さんた
ちの口コミで大きなホールがい

っぱいになることもしばしば、

市内の他のサロンや高齢者団体
の要請を受けて出向くことも増

えてきました。

「子育てサロンえがお」：茨城県ひ
たちなか市

大きなアクション、豊かな表情
と手話に

みんなが釘付け！聞こえない子
どもたちに

絵本の楽しさを広めていく。

“耳の聞こえない子にも絵本の
面白さを知ってもらいたい！耳の

聞こえない子と聞こ

える子の交流の場にもしたい！
”ろう学校の子どもだけでなく

、地域にいる聞こえな

い子どもたちや聞こえにくい子
どもたち、手話に興味のある聞

こえる子どもたちに手

話による絵本の読みきかせの活
動を行っています。活動は、地域

の図書館などで年

に4、5回ほどお話し会を開催。
会の名前の「まーの」はイタリア

語で「手」という意味

です。手で絵本を表現していく
こと、手と手を合わせて絵本を

楽しむ仲間が広がって

いくことをイメージしました。「
まーの・あ・まーの」で「少しず

つ」という意味なので、

私たちも手をつないで少しずつ
成長していきたいという願いを

込めて名付けました。

「まーの・あ・まーの」：山梨県甲州
市

歌う喜びを聴き手に伝えたい
、

つながっていきたい！

小学生も大学生も一体となっ
て合唱を

楽しんでいます。

“あんたがた どこさ ひごさ♪
”わらべ歌に合わせ小学生がボー

ルをつきだすと、保護者の膝

にすわる子どもたちの目がパッ
と輝きだします。この日は地域の

子育て支援センターに招か

れての「親子ハッピーコンサー
ト」。子どもも大人も楽しめるわ

らべ歌や「トトロ」のメドレー、

「カントリーロード」などを披露
。たくさんの拍手をいただき、和

やかな時間を過ごしました。

私たちは塩釜市と多賀城市を中
心に、幼稚園児から大学生まで

の歌うことが大好きな子ども

たちが一体となって楽しむ合唱
団。毎年、市の公民館まつりや市

民合唱祭、チャリティーコン

サートなどに参加し、多世代グル
ープや地域の人々と交流しなが

ら活動しています。

「ゆずりの葉少年少女合唱団」：宮
城県塩釜市

“漆塗りって、九千年も前からあったんだって！”“金箔がすごく薄くて、息を吹いただけで飛ん
でいく…、緊張して手が震えるよ！” 伝統的工芸品として国の指定をうけている「大内塗り」を
実際の箸作りを通して体験しました。身近に引き継がれている素晴らしい伝統と歴史、職人
さんと同じ漆や金箔を使う喜び。まさに「本物」に触れる体験は貴重です。

みんな自分で仕上げた、世界
に1つだけのマイ箸。“早く
乾いて家に届かないかな、
すぐ使いたい！”とその日が
待ち遠しそうでした。

自分だけのマイ箸を作ったよ！大内塗り体験

毎年「父の日」に開催される「おやこであそぼう！1・2・3」も私たちの出番です。いつもの
ミュージック・ケアから季節のうた、リズム遊び、ふれあい遊びなどをして最後は絵本の読み
聞かせ。今回は大型絵本の「はらぺこあおむし」。大きな「あおむし」や蝶々に扮した子が登場
すると大盛り上がり。“えがおサロンのこと
は妻から何度も聞いていました。でも子ど
もの様子がイメージできませんでした。今

回楽しんで参加してる
のがわかり良かった
です”と初めは戸
惑い気味のお父
さんも笑顔で帰
られました。

サロンの代表的なプログラムである
「ミュージック・ケア」とは、音楽の特性を
利用して、その人がその人らしく育ってい
くためや生きるための手助けをすること。
赤ちゃんからお年寄りまで、どんな人も対
象になります。音楽にあわせて体を動か
し、鈴や鳴子、太鼓、ハンドベルなど簡単
な楽器を使うこともあります。毎月1回お
手伝いしている高齢者クラブでも実施し
ており、鳴子を使って「オブラディオブラ
ダ」の曲を楽しんでもらっています。一人
暮らしの男性も積極的に参加されており、
毎週来てほしいとの要望もきています。

自然と親しむ活動

“思い切って水面ギリギリまで体を倒してごらん”
“海の上を滑っていくみたい、すごく気持ちがい
い！”初めてのヨット教室とキャンプはすべてが新鮮
な体験。ライフジャケットを着て飛び込むのが気に
入ったと何度も繰り返していたり、持ちきれない
ほどの貝殻を拾ったり。テントの中にフナムシが
入ってきたといっては大騒ぎ。流れ星を数えたり、
遅くまでおしゃべりしたり、1泊2日のキャンプを満喫。

ボランティアで参加した高校生の一人は
“子どもの時に感じたキャンプと違って
見えて新鮮でした。子どもたちと遊んで、
とても楽しかった”と笑顔でした。

同じテントのメンバーで一緒に行動、

新しい友だちができた「キャンプ・ヨットイン秋
穂」

“このおにぎり、
早起きして、自分で作ったんだ！”

展望台からサイクリングのコースを見下ろし、
友達と食べるお昼ご飯の味は

格別です。

ほとんどの親子が
リピーターになってくれるので
顔見知りの人もたくさん。
2～3歳になった子は

母親から離れて参加できる
ようになりました。

子育て支援活動

市立図書館の「父の日」イベントにも参加

好評の「ミュージック・ケア」を
高齢者クラブでも実施

“さあ、みんなでかみなりさまの新しい顔を描いてあげよう！”
その日の読みきかせは、せんたく好きのお母さんの話。絵本と
同じように子どもたちが思い思いにかみなりさまの顔を描き洗濯ひもに吊るし
ます。こういう活動（アニマシオン：遊びを取り入れた
教育法）を取り入れることで参加する楽しさも増え、

より深く絵本の世界に入り込
んでいけます。いずれは子ど
もたちが自主的に本を読む
きっかけになり、聞こえない
人にとって大切な読み書き
の力につながってほしいと
願っています。

療育支援活動

お話のあとは、アニマシオン

絵本の世界を広げ
ます沖縄の人たちにも届けられた、つながる喜び 卒団したOG・OBも集まれ！

来年は15周年記念コンサートホールに響く子どもたちの歌声。“わせねでや 友
よ 故郷 思い馳せ遠くても♪”「わせねでや」とは
「忘れないでね」という東北の言葉。被災した地元
を愛する女性の詩から生まれたこの歌を、最近は
歌う機会が増えてきました。昨年のクリスマス、沖
縄の糸満市に招かれたミニコンサートでも披露。
糸満市が復興応援で派遣してくれた職員の方と
の縁で実現したもの。

わらべ歌を歌う会から始まった合唱団も今年で14年目。入団当初の小学生が中学、高校、
大学生となるにつれ、成長した青年たちが幼い後輩たちを思いやる混声合唱団へと姿をか
えてきました。15年の節目である来年の夏には、卒団したOG・OBも加え、これまでの愛唱
歌やオリジナル曲、そして新たな曲も発表する記念コンサートを開く予定。「ゆずりの葉ファ
ミリー」として、美しいハーモニーを生み出したいと計画しています。

震災以後、団員の子どもたちにも変化がありました。
一生懸命歌うと聴いている人々に気持ちが伝わる、届
いているのがわかる。そんな聴き手との一体感や強
いつながりを実感しているようです。

全身を使った手話表現で
絵本の世界を伝えます。

子どもたちも絵本の前に集まり
絵を指さします。

異年齢・異世代交流活動

子育てに忙しいお母さんたちからは
“生の歌声を聴けるなんて久しぶり、
癒されるわ！”との声をたくさん

いただきました。

うるし ぬ

まだまだ先は長い
ぞ、

がんばれー！

息を止めて
、集中、集

中。

ほら、キレ
イにでき

た！

なる  こ

こんなかみなりさまが描けたよ！

スタート当初の
私たちのステージ。この子たちが今では大学生や社会人です！ 32
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的なアドベンチャー活動です。
地域の交流センターからサイク
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”“抱っこが好きな子は、親子で

目と目を合わせてね”楽しいリ
ズムや音につられて動き出すニ

コニコ笑顔の輪。母親がリラッ

クスするほど、それは子どもにも
伝わり、ホールの中がとても穏や

かな雰囲気になっていきます。

月2回開催の子育てサロンで、
平均年齢65歳の私たちが提供

するプログラムは、季節のうた
、

手遊び、ふれあい遊び、リズム、
ミュージック・ケア、絵本の読み

聞かせ、紙芝居、親子体操など
。

親子が楽しさを共有でき、子ど
もとのスキンシップがとれる参

加型のサロンです。今年で4年

目に入り、参加したお母さんた
ちの口コミで大きなホールがい

っぱいになることもしばしば、

市内の他のサロンや高齢者団体
の要請を受けて出向くことも増

えてきました。

「子育てサロンえがお」：茨城県ひ
たちなか市

大きなアクション、豊かな表情
と手話に

みんなが釘付け！聞こえない子
どもたちに

絵本の楽しさを広めていく。

“耳の聞こえない子にも絵本の
面白さを知ってもらいたい！耳の

聞こえない子と聞こ

える子の交流の場にもしたい！
”ろう学校の子どもだけでなく

、地域にいる聞こえな

い子どもたちや聞こえにくい子
どもたち、手話に興味のある聞

こえる子どもたちに手

話による絵本の読みきかせの活
動を行っています。活動は、地域

の図書館などで年

に4、5回ほどお話し会を開催。
会の名前の「まーの」はイタリア

語で「手」という意味

です。手で絵本を表現していく
こと、手と手を合わせて絵本を

楽しむ仲間が広がって

いくことをイメージしました。「
まーの・あ・まーの」で「少しず

つ」という意味なので、

私たちも手をつないで少しずつ
成長していきたいという願いを

込めて名付けました。

「まーの・あ・まーの」：山梨県甲州
市

歌う喜びを聴き手に伝えたい
、

つながっていきたい！

小学生も大学生も一体となっ
て合唱を

楽しんでいます。

“あんたがた どこさ ひごさ♪
”わらべ歌に合わせ小学生がボー

ルをつきだすと、保護者の膝

にすわる子どもたちの目がパッ
と輝きだします。この日は地域の

子育て支援センターに招か

れての「親子ハッピーコンサー
ト」。子どもも大人も楽しめるわ

らべ歌や「トトロ」のメドレー、

「カントリーロード」などを披露
。たくさんの拍手をいただき、和

やかな時間を過ごしました。

私たちは塩釜市と多賀城市を中
心に、幼稚園児から大学生まで

の歌うことが大好きな子ども

たちが一体となって楽しむ合唱
団。毎年、市の公民館まつりや市

民合唱祭、チャリティーコン

サートなどに参加し、多世代グル
ープや地域の人々と交流しなが

ら活動しています。

「ゆずりの葉少年少女合唱団」：宮
城県塩釜市

“漆塗りって、九千年も前からあったんだって！”“金箔がすごく薄くて、息を吹いただけで飛ん
でいく…、緊張して手が震えるよ！” 伝統的工芸品として国の指定をうけている「大内塗り」を
実際の箸作りを通して体験しました。身近に引き継がれている素晴らしい伝統と歴史、職人
さんと同じ漆や金箔を使う喜び。まさに「本物」に触れる体験は貴重です。

みんな自分で仕上げた、世界
に1つだけのマイ箸。“早く
乾いて家に届かないかな、
すぐ使いたい！”とその日が
待ち遠しそうでした。

自分だけのマイ箸を作ったよ！大内塗り体験

毎年「父の日」に開催される「おやこであそぼう！1・2・3」も私たちの出番です。いつもの
ミュージック・ケアから季節のうた、リズム遊び、ふれあい遊びなどをして最後は絵本の読み
聞かせ。今回は大型絵本の「はらぺこあおむし」。大きな「あおむし」や蝶々に扮した子が登場
すると大盛り上がり。“えがおサロンのこと
は妻から何度も聞いていました。でも子ど
もの様子がイメージできませんでした。今

回楽しんで参加してる
のがわかり良かった
です”と初めは戸
惑い気味のお父
さんも笑顔で帰
られました。

サロンの代表的なプログラムである
「ミュージック・ケア」とは、音楽の特性を
利用して、その人がその人らしく育ってい
くためや生きるための手助けをすること。
赤ちゃんからお年寄りまで、どんな人も対
象になります。音楽にあわせて体を動か
し、鈴や鳴子、太鼓、ハンドベルなど簡単
な楽器を使うこともあります。毎月1回お
手伝いしている高齢者クラブでも実施し
ており、鳴子を使って「オブラディオブラ
ダ」の曲を楽しんでもらっています。一人
暮らしの男性も積極的に参加されており、
毎週来てほしいとの要望もきています。

自然と親しむ活動

“思い切って水面ギリギリまで体を倒してごらん”
“海の上を滑っていくみたい、すごく気持ちがい
い！”初めてのヨット教室とキャンプはすべてが新鮮
な体験。ライフジャケットを着て飛び込むのが気に
入ったと何度も繰り返していたり、持ちきれない
ほどの貝殻を拾ったり。テントの中にフナムシが
入ってきたといっては大騒ぎ。流れ星を数えたり、
遅くまでおしゃべりしたり、1泊2日のキャンプを満喫。

ボランティアで参加した高校生の一人は
“子どもの時に感じたキャンプと違って
見えて新鮮でした。子どもたちと遊んで、
とても楽しかった”と笑顔でした。

同じテントのメンバーで一緒に行動、

新しい友だちができた「キャンプ・ヨットイン秋
穂」

“このおにぎり、
早起きして、自分で作ったんだ！”

展望台からサイクリングのコースを見下ろし、
友達と食べるお昼ご飯の味は

格別です。

ほとんどの親子が
リピーターになってくれるので
顔見知りの人もたくさん。
2～3歳になった子は

母親から離れて参加できる
ようになりました。

子育て支援活動

市立図書館の「父の日」イベントにも参加

好評の「ミュージック・ケア」を
高齢者クラブでも実施

“さあ、みんなでかみなりさまの新しい顔を描いてあげよう！”
その日の読みきかせは、せんたく好きのお母さんの話。絵本と
同じように子どもたちが思い思いにかみなりさまの顔を描き洗濯ひもに吊るし
ます。こういう活動（アニマシオン：遊びを取り入れた
教育法）を取り入れることで参加する楽しさも増え、

より深く絵本の世界に入り込
んでいけます。いずれは子ど
もたちが自主的に本を読む
きっかけになり、聞こえない
人にとって大切な読み書き
の力につながってほしいと
願っています。

療育支援活動

お話のあとは、アニマシオン

絵本の世界を広げ
ます沖縄の人たちにも届けられた、つながる喜び 卒団したOG・OBも集まれ！

来年は15周年記念コンサートホールに響く子どもたちの歌声。“わせねでや 友
よ 故郷 思い馳せ遠くても♪”「わせねでや」とは
「忘れないでね」という東北の言葉。被災した地元
を愛する女性の詩から生まれたこの歌を、最近は
歌う機会が増えてきました。昨年のクリスマス、沖
縄の糸満市に招かれたミニコンサートでも披露。
糸満市が復興応援で派遣してくれた職員の方と
の縁で実現したもの。

わらべ歌を歌う会から始まった合唱団も今年で14年目。入団当初の小学生が中学、高校、
大学生となるにつれ、成長した青年たちが幼い後輩たちを思いやる混声合唱団へと姿をか
えてきました。15年の節目である来年の夏には、卒団したOG・OBも加え、これまでの愛唱
歌やオリジナル曲、そして新たな曲も発表する記念コンサートを開く予定。「ゆずりの葉ファ
ミリー」として、美しいハーモニーを生み出したいと計画しています。

震災以後、団員の子どもたちにも変化がありました。
一生懸命歌うと聴いている人々に気持ちが伝わる、届
いているのがわかる。そんな聴き手との一体感や強
いつながりを実感しているようです。

全身を使った手話表現で
絵本の世界を伝えます。

子どもたちも絵本の前に集まり
絵を指さします。

異年齢・異世代交流活動

子育てに忙しいお母さんたちからは
“生の歌声を聴けるなんて久しぶり、
癒されるわ！”との声をたくさん

いただきました。

うるし ぬ

まだまだ先は長い
ぞ、

がんばれー！

息を止めて
、集中、集

中。

ほら、キレ
イにでき

た！

なる  こ

こんなかみなりさまが描けたよ！

スタート当初の
私たちのステージ。この子たちが今では大学生や社会人です！ 32



［間沢田植え踊り保存会：山形県西川町］ ［すだち座：徳島県神山町］

［特定非営利活動法人高原倶楽部「自然発見塾」：静岡県伊豆の国市］

［エルフ文庫：新潟県村上市］ ［南種子町おはなし子ども会：鹿児島県南種子町］

［認定ＮＰＯ法人 北海道自由が丘学園・ともに人間教育をすすめる会：北海道札幌市］ ［NPO法人 誠桜の樹：熊本県菊池市］［特定非営利活動法人 MY Life もぎも
ぎ☆ふぁーむ ：広島県広島市］

異年齢・異世代交流活動

療育支援活動

自然と親しむ活動

子育て支援活動

フリースクール活動

［すがお遊び場づくりクラブ：東京都あきる野市］

1998年、夕張市に開校、2003年に札幌へ移転した「月寒スクール」では、様々な事情で不登校となった小・
中学生の「学びと成長」を支援。のべ100人余りの中学生・高校生を送り出してきました。私達は、子ども
達が主人公の教育・学校づくりを目指し、カリキュラムは基本的な学科を個々の理解度に合わせてすすめる
ほか、理科・社会・環境問題にまたがる「地球に生きる科」や「表現科」「人間科」など、総合型学習を重視。
その一環として、木工や綿花栽培、染織りなどを行う「体験もの作り」や、農地を借りて約10種類の野菜を
栽培する「農業実習」を行っています。さらに、アウトドア、宿泊体験、キャンプ、修学旅行も、生徒と共同で企
画するなど、自由が丘らしいスクールづくりをすすめています。

まざわ

江戸時代末につくられ、神山町でいまも大切に受け継がれている、伝統芸能「阿波人形浄瑠璃」。すだち座では
小学生のメンバーが、郷土徳島の伝統文化を継承。地元の人形座である「寄井座」の指導の元、月１回～数回
の練習に励んでいます。子ども用の人形でも重く、20分間1人で持ち続けるのは大変なため、人形は6年生が
遣い、低学年は黒子として裏方を担当。やっと慣れた頃に6年生が卒業し、座員が入れ替わってしまうので、また
最初からの練習となってしまいます。覚えるまで大変ですが、いろいろな場所で公演ができることを楽しみに
練習。その成果は、「夏期阿波人形浄瑠璃大会」や、今年初出演の「子ども文化フェスティバル」などで発揮。
大舞台でも、普段どおり上手に演じることができ、自信に繋がっています。

間沢田植え踊り保存会は、間沢地区の住民が地域の繁栄を願う伝統芸能として、昭和30年に結成。約60年の
長きに渡り受け継いできました。小学生から青年、高齢者までと、幅広い年代の住民が参加。結成当初は大人だけ
でしたが、少子高齢化が進むとともに、地域に伝わる伝統芸能を地域の子どもたちにも知ってもらえること、習得
することによって郷土愛が育めること、健全育成に貢献できることなどから、子どもたちだけでの活動を開始。
6年生が中心となって、初心者の5年生以下の子どもたちへ踊りを指導することで、伝統の田植え踊りが代々
受け継がれていきます。低学年と高学年の交流による上下関係のつながりや地域の方々との関わり、そして、
踊ることで得られる達成感を感じて欲しいと願っています。

感性を大切にし、学んだことを頭の隅に残して欲しいと、特別企画【和の心を磨く！すがおの森で忍者体験！】が
開催されました。まずは、忍者としての心得である、静と動の必要性からはじまり、剣術・手裏剣投げ・綱渡り・
忍び足などを体験。また、戦わない術や身構える方法なども学びました。“忍者=戦うと言うイメージかもし
れませんが、本当の忍者は戦いません。いかに身を守るかが重要なんです。”と、忍者講師の甚川さん。忍者に
なりきった子どもたちは真剣そのもので、“手裏剣がまっすぐ投げなれなかった”“刀は、抜くのも戻すのも
むずかしい！”“忍者修行って大変なんだなぁ”と、そのすごさを実感。“先生の着ている忍者の服装を着て
やってみたい！”と、忍者の世界にすっかり魅了されたようでした。

木々のざわめきや風の音をBGMに、足元の土がフカフカとやわらかくて気持ちいい、コナラの森で行われた
キャンプの1番人気はハンモック。夜中にテントから這い出して、ハンモックにゆられながら、語り合う子ども
たちの姿がありました。森には便利なものはありませんが、いろいろ工夫することで困難を乗り越えられたり、
作り出す喜びを感じることができます。「自然発見塾」では、里山の自然の中で、竹の子堀りや山菜採り、石窯
で焼くピザ作り、自然観察、草木染め、農業体験、竹細工、そば打ちなどを親子で楽しみながら、体を触れ合
わせたり、甘えたり、幸せな時間を過ごしています。子どもたちの心を解放する体験の数々が、勇気や信頼、自
分の人生に立ち向かえる力を育んでいくのを実感しています。

おはなし会や絵本の貸し出しのほか、小学校や保育園で読書ボランティアの活動を続けているエルフ文庫。
「読書ボランティア部」「ぶっくくら部（読書会）」「男の紙芝居 へそ一座」「おもちゃ広場」などの部活動も
あり、それぞれの会員が得意な部門を担当しています。エルフ文庫に来る子どもたちは、絵本を読んだり、
読んでもらったり、木のおもちゃで遊んだり、のんびりとした時間を過ごします。また、「たびたび旅するエルフ
文庫」と銘打って、市内の書店で紙芝居やわらべうた、読み聞かせをするおはなし食堂を開催したり、市と
共催して絵本を通した子育てを提案する、おやこで楽しむ「てのひラ♪じかん」も実施。これからも、子どもと
大人が「本と体験」を通して、しあわせな時間を過ごせるように活動を続けたいと思っています。

手あそび、エプロンシアター、しかけ紙芝居、からだあそびなど、月１回のおはなし会では、参加できる絵本の読
み聞かせをしています。すでに知っているおはなしでも、動きや効果音が入ることによってストーリーへ引き込ま
れ、小さな子どもたちだけでなく、高学年の子たちもじっと見入ってくれていました。読み終わった後に行った体
験会では“おもしろい！”と大人気。実際にエプロンをつけ、貼ったり、外したり、自分でおはなしをつくってみたり
するなどの姿が見られました。読み聞かせは、子どもたちの想像力を育んだり、人の声の温かさに触れるなど、
良いところがたくさんあります。おはなし会をきっかけに、家で読み聞かせを始めることで、親子のふれあう時間
が増えたり、本が大好きになってくれるといいなと思いながら活動を続けています。

重度の心身障がい児・者は身体の緊張が強く、不
快表情は出やすいのですが、快表情が出しにくい
ため、発達段階に応じた活動や体験が必要で、ムー
ブメント療法を取り入れています。エアートランポリ
ン活動では、優しい揺れの中でリラックスできたり、
喜びを表現する利用者も！これからも、1人ひとりの
喜びや幸せ、達成感が味わえる活動を目指します。

とっても緊張したけど、うまく踊れたよ～！ キレイに着付けてもらったから踊りやすかった！ 目を閉じたり、開いたりできる人形で演じます。 さすが6年生！重い人形をしっかりと遣っています。

忍術を使うときのポーズはこう…？ 刀を構えて、心はもう忍者になりきっています。 1つのハンモックをみんなで使っていろんな話をします。 小刀を使ったマイお箸づくりにみんな真剣。

みんな楽しみ！月に１度の“おはなし食堂”。 男の紙芝居「へそ一座」も大人気！ しかけが気になって、紙芝居の前まで見に来てくれました。 今日はぼくがエプロンシアターやるよ！

畑で土起こし、苗植え、支柱立てを頑張っています！ 小学生グループはブックエンドを制作中！ みんなでユラユラ～！楽しいね！ディスクはどの的に当たるかな？！

もぎもぎ畑で育った狩留家ナスの収穫祭＆スナッグ
ゴルフ・フライングディスク大会を開催しました。コ
ミュニケーションが苦手な子どもたちも、心＆体が
ほぐれてイキイキ！採れたてナスのカレーを食べた
り、ゲームをしたり…集まった会員や学生ボランティ
ア、地域住民の方々と楽しく交流できた１日でした。

かるが

つきさむ

“おしゃべりだけの参
加でもOKですよ”と0

歳～小学生のママを対
象

に、楽しくお話したり、お
茶を飲んだりと、リラッ

クスしながら情報交換
を

するサークル活動を行
っています。幼稚園・保

育園・子ども園などの「
園

生活について」や「遊び
場を見つけよう」など新

しく

引っ越してきた方にも
嬉しい地元関連のテー

マを

設定しています。自分の
子育てに自信が持てな

かったり、子育てに迷っ
ている母親が少なく

ありません。子どもたち
へは入園支援を

行い、親へは子育て情
報の提供や社会

参画する機会の提供を
行い、子育てに

自信をつけてもらいたい
と活動しています。

認定ＮＰＯ法人 いわて
子育てネット：岩手県盛

岡市月 に1度の「ママ・カフェ
座談会」で情報を交換

。

“そうそう、私もそうなの！”思い思いに遊ぶ子どもたち、その傍らでママたちは育児の相談や悩みの共有、日頃の何気ない話題の話をしています。こうして知り合ったママたちの絆は強く、子どもが大きくなってもつながっていきます。小さい子は体調を崩しやすかったり、また母親も次子の妊娠、職場復帰、夫の転勤などと不安定な時でもあります。そのため、年間登録、年会費などなくして母子とも体調の良い時に参加できる場所を提供し、母親たちが自主的に助け合って作り上げる活動にしたいと考えています。

育児サークル べビとも：愛知県半田市

お しゃべり会でできた絆は長く続きます。

“この本読んで～”子どもたちが声をかけると“はいはい、
ここに座って読もうか”と嬉しそうにおばちゃんたちが応え
ます。一般的な読み聞かせや選書会、親子読書会などに
加え、高齢者が小学生、幼稚園、保育園の子どもたちに絵

本を読み聞かせる活動を取り入れ
ています。一対一の読み聞かせは、
100%その子だけに向き合う時間
のプレゼント。地域の孫育ての実
現でお年寄りも元気になり豊かな
地域づくりにもつながっています。

特定非営利活動法人 子どもと本をつなぐ会：高知県高知市特定非営利活動法人 子どもと本をつなぐ会：高知県高知市
子 どもたちと向き合える、一対一の読み聞かせ。

子育てサロンの中に三世代交流を含む活動を増やしたため、祖父母世代の方の参加を募ることになりました。自治会長が集まる自治会協議会の総会で子育てサロンのPRをし、回覧板を回してもらうようお願いしましたが思ったより子育てサロンの認知度が低いことに驚きました。そこで敬老会の集まりや社会福祉協議会の地区の研修会、幼稚園の敬老会と
の交流会へも出向き、子育てサロ
ンをPRしました。さらに子育てサロン
のチラシも発行回数を増やし、回覧板につけてもらいました。ただ一番効果があったのは、PRの得意な祖父母世代の方が三世代交流に参加してくださり、口コミでお友だちを誘ってくれたこと。そのおかげで、毎回一定数の祖父母世代の方が参加してくれるようになりました。

豊田地区子育てサロン：香川県観音寺市豊田地区子育てサロン：香川県観音寺市

チ ラシや回覧板より効果のある祖父母世代の口コミ。

以前から離乳食講習会は開いていましたが、今回初めて次の段階の幼
児食相談会を開いてみました。“１歳2ヶ月ほどですが、トロトロしたものば
かり好んで固形のものを口にしてくれません”“おやつやジュースを欲しが
って、ごはんが食べられないんです”など、7～8人の定員でちょうど話しやす

かったのか、他の母親の質問にうなずきながら、次は私がと、悩み
を投げかけます。講師の管理栄養士さんからは“最初は一口だけ
でもいいの、みんなで楽しく食べる時間にしてあげて”“遊んだ後
すぐに食べさせてあげられるよう用意をしておいては？”などと
ヒントをもらっていました。今回参加できなかった人からは“次は
いつですか？”の問い合わせも入り、嬉しい手応えを感じています。

子育て応援遊里：岡山県岡山市

好 評でした少人数の幼児食相談会。

“皮をむいてくれるかな”“この野菜は無農
薬で育てたんだ

よ、肥料は生ゴミを堆肥にして畑に戻したん
だ”子どもたち

はただ「食べる」だけでなく料理の手伝いや
後片付けにも

積極的にかかわってもらっています。そのプ
ロセ

スを通して食材や場所などいろいろなこと
を提

供してもらい、地元の人とたくさんつながっ
てい

ることを感じ、いろいろな世代の人とコミュ
ニケーションがとられるよう

声かけしています。地域の他のグループと連
携しながら「子ども食堂」

の運営をサポートしていますが、いつかは、子
どもたちが自分で料理でき

るようになり、自立していく姿を願っています
。

特定非営利活動法人 よか隊：福岡県筑紫野市
準 備や後片付けを通して、いろいろな人とコミュニケーシ

ョンするのが大切。

“中標津には「る・る・る」があるよ。「あいあいサロン」を覗いてみたら？”ど
うやら転

勤族のママさんには、先輩ママからの申し送りがあるようです。中標津は酪
農の盛

んな町、飼料を扱う会社の支店もあり、道内の本社や他の支店から毎年転
勤してく

る家族も多いのです。この会も10年以上続いているので活動の様子は伝
わってい

るようです。「遊びの教室あいあいサロン」は乳幼児と保護者の方がともに
、手遊び

をしたりわらべ歌を歌って、ふれあい遊びをして過ごすサロン。0歳児対象
のクラス

と1歳から就園前のクラスがあり、どちらも人気です。告知は、定期健診の会
場へ出

向いて手渡したり、役場の「赤ちゃん訪問」の際に各家庭に配ってもらったり
して気

軽に参加してもらえるよう工夫しています。また、参加費無料のおためし版を
開いた

りしています。酪農家のお嫁さんは、関東関西から嫁いでいる方もおり、この
サロン

が地域にとけこみ、地域の方たちとのふれあいのきっかけになっているようで
す。

特定非営利活動法人 子育てサポートネットる・る・る：北海道中標津町
転 勤族の方もたくさん参加してくれます。

なかしべつ

共有し合おう子育ての悩み、
 試してみよう　　　　　解決策。　　   

子育て

　　　
支援活

動

NISSAY  ZA IDANNISSAY  ZA IDAN
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生き生きシニア活動編
 ふるさと絵図を仲立ちとして、
 子どもたちや若い世代に
「ふるさと矢倉」の記憶を伝承しています。

ふるさと絵図の制作プロセス（平成24年8月完成）

矢倉地区の3つの地域に住む70～80歳の高齢者から昔の風景や思い出を聞き取りし、それ
を資料にまとめて絵図が完成するまで2年半かかりました。絵図の中心には祭りが描かれて
いますが、これは当時の人々にとって祭りがとても重要な意味を持つ行事であったことを表現
しています。最近は他地域との交流会でふるさと絵図の制作についてアドバイスを求められる
ことも多くなり、ふるさと絵図を活用した私たちの活動は各自治体からも注目されています。

ふるさと絵図が心象絵図と呼ばれているのは
五感の記憶を描いているから。

矢倉小学校3年生の総合学習「地域探検」授業において、地域の歴史・伝統・民俗文化を伝える
活動を毎年行っています。“草津は東海道の宿場町だったんだよ”“急がば回れということわざは、
ここから生まれたって知ってる？”などと説明しながら子どもたちを連れて楽しく探検。案内役の
私たちが旅人の姿で登場すると、とても喜んでくれて、目を輝かせながら話を聞いてくれます。
また、大人を対象にした歴史ウォークやスケッチ会なども行っており、幅広い世代に「ふるさと
矢倉」の魅力を伝承しています。

子どもたちと一緒に矢倉のまちを楽しく探検。
歴史や文化を知ることで郷土愛が育まれる。

西山ならではの土産物「ひしストラップ」は
世代間交流から生まれた絆です。

ストラップ完成品のやりとりの中で、生徒たちがクラブ員宅を訪問することも。その際、ちょっとした家の
用事をお手伝いしてくれることもあります。クラブ員から“今の学校はどんな勉強や活動をしているんだ
ろう？久しぶりに行ってみたいね”との声があがったことから中学校での交流会が実施されました。製作
会や給食の試食、合唱など盛りだくさんの内容で参加したみんなが笑顔に。さらに絆が深まった一日に
なりました。

みんなでストラップを作ったり、楽しく合唱したり。
中学校での交流会は大いに盛り上がりました。

みんな揃っていただきます！
中学校での交流会では給食の試食も。

ひとつひとつ柄が違う「ひしストラップ」。
自分が作ったストラップを手にパチリ！

すべてが手作りの人形劇。子どもたちの心が
豊かに育つことを願って活動しています。

子どもたちが健やかに心豊かに育つことを願って、人形劇や影絵などの上演交流活動
を36年余り続けてきました。人形はもちろん脚本や音楽もすべて手作りです。終演後は
必ず人形に触れてもらう時間を設けており、間近で見る人形に子どもたちは興味津々。
主に小学校や保育園、図書館などで上演していますが昨年は高齢者施設の方にも喜

んでいただいたので今後はさら
に活動の場を広げていきたいと
思っています。

ふるさと「矢倉」風景の記憶絵プロジェクト 滋賀県草津市

草津市矢倉地区で育ち、現在も地元で暮らす高齢者の心に刻まれ
ている「ふるさと矢倉」での思い出をもとに一枚の屏風絵を制作しま
した。この絵図を通して、かつての矢倉の風景や暮らしの知恵、地域
のならわしなどを次の世代に語り継いでいます。地元の
老人クラブでは高齢者が絵図を使って矢倉での
思い出を語る会も開催。今でも五感に残るまちの
記憶を自分の言葉で語ることで回想法による認知
症予防にもつながっています。

人形劇団モナリ座 埼玉県さいたま市

地元の民芸品「ひし」をモチーフにした
土産物「ひしストラップ」。私たち西山健
幸クラブと西山中学校の生徒が地域の
魅力づくりのため共同開発しました。
生徒たちとのストラップ製作会では、
難しい箇所はクラブ員がやさしくフォ
ローする場面も。地元に貢
献するだけでなく、世代間
交流を通じて、生徒たちの
コミュニケーション能力を
伸ばす活動としても注目さ
れています。

西山健幸クラブ 福島県柳津町

週に一度の例会は、公民館に集まり練習や打合せなどを行っています。今年度は日本の昔話「こん
びたろう」に取り組みました。垢からできた人形がちからたろうとなって活躍する愉快なお話です。
「ジャックと豆の木」の公演では“大男につかまるな！”とジャックに声援が飛ぶことも。少人数ですべ
てを行うため、いつもバタバタですが子どもたちの喜んでいる様子を見ると疲れも吹き飛びます。
時には反省し、時には喜びを噛みしめながら、交流を楽しみに誇りを持って活動を続けていきます。

乳幼児が喜ぶ参加型の演目を作りたい！
新しい取り組みをワクワクしながら考え中。

子どもたちが遊ぶ声や、ボンネットバスがのんびり走る
音まで聞こえてきそう。

絵図の屏風絵は縦165ｃｍ×横231ｃｍ。
持ち運べるよう実物大のタペストリーも制作。

聞き取り会→資料を整理→絵にしたい項目を配置→実物大の仮用紙に構図→スケッチ図を作成→
老人クラブの方々がチェック→和紙へ下書き→絵図に着色→完成！

学校での授業とはひと味ちがう「まち探検」。
新しい発見がいっぱい！

大人向けの歴史ウォークは全8コース。
2～3時間かけて巡ります。

昔の矢倉の風景などをテーマに全12話の紙芝居も作りました。“昔は魚を七輪で焼いていたんだよ”“ここの桜は昔から
見事やったよ”

座員はみんな、子どもたちの笑顔と人形劇が大好き！

“よいしょ、よいしょ”「大きなかぶ」では小さなお友だちが
一緒に引っ張ってくれます。

真剣に舞台を見つめる子どもたち。
思わず舞台に駆け寄ることも！

“ここは、こうやって縫うといいよ”
私たちクラブ員がお裁縫の先生です。

▶ ▶
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「理科」っておもしろいんだよ！
水ロケットでモノづくりの楽しさを伝えています。

ひとりでみんなで。個別や集団など学習形態を工夫。
時には悩みごと相談も。

“子どもの理科離れをなくしたい”と、企業を定年退職した技術者が中心となり、地域の子どもたちを
対象にモノづくり教室を開催しています。市内の科学イベントにも積極的に参加。小学校の授業で
理科実験を支援することもあり、毎回、子どもたちに好評です。先生方からも“授業に厚みが出る”と
喜ばれています。“やった！90mも飛んだよ”“遠くへ飛ばすにはどうしたらいいの？”活動を通じて、
私たち高齢者と小学生との間に交流が生まれ、子どもたちから元気をもらいながら一緒に楽しんで
います。来年度、当クラブは創立5周年を迎えます。その記念活動として「静岡こども水ロケット大会」
の大イベントを計画しています。

年間参加児童数は約1,200人。
自分で工夫しながら作る楽しさを伝えます。

水ロケットの飛ばしっこ大会が終わったあとは、
一人ひとりに成績表を渡し、表彰式も。

“苗をまっすぐ植えるのって、むずかしいなあ”
農家の方に教えてもらいながら田植えを体験。

“もちもちしていて、おいしそう”
杵と臼でついた餅であんこ餅をつくりました。

「キャロッ子学級友の会」では不登校小中学生のために学習と体験活動の支援を行っています。
子どもたちが自信と学力と心の安定を得て、早期に学校に復帰できるようにと、平成23年度から
元教師や警察官OB、英語の堪能な主婦などシルバー世代を中心とした13人の有志が交代で学
級を訪れ、学習支援や悩みごと相談に応じています。また、田植えや野菜の収穫、餅つき、魚釣り
などユニークな体験の場も提供。子どもたちの「自立心」や「生きる力」を育んでいます。今後は子
どもたちの自己肯定感がより高まるよう活動内容をさらに工夫し、在宅不登校生の訪問支援にも
力を入れていきたいと思っています。

平成12年から介護老人福祉施設「ガーデンハイツ春江」さんで洗濯物たたみのボランティアを
行っています。メンバーのうち2名が交代で訪問、利用者さん約45名分の衣類やタオル、シーツな
どを手際よくたたんでいきます。その数、なんと約900枚！最初は大きかった洗濯物の山が少しず
つ低くなり、きれいにたたみ終わると達成感が。“いつもありがとね”“すっかり寒くなったねえ”な
ど利用者さんといろいろお話しする機会もあり、私たちが元気をもらうことも。メンバーの高齢化
が進み、週2回の活動が難しくなってきましたが新しい人たちにも参加してもらって、この活動が末
永く続くことを願っています。

“これは誰のズボンかな？”たたみ終わった衣類を
利用者さんごとにきちんと分けて終了！

お疲れ様でした！
タオルやシーツだけでもこんなにたくさん！

“高齢者を詐欺被害から守りたい！”という思いから始まった「ひよこ劇団」の活動。還付金詐欺な
ど実際にあった被害を元に寸劇を制作、高齢者が集まる会などで上演しています。“えっ？これ、詐
欺？私が詐欺に？信じられん！”日常会話の中に佐賀弁のセリフを盛り込み、“詐欺の手口や予防
策がよくわかった”“自分だけは、だまされんばいと思っとったけど気をつけんと”と評判も上々。
佐賀市内や周辺地域だけでなく、依頼があれば規模の大小にかかわらず出張上演も。今年度
より「神野町づくり協議会」の防犯組織にも参加、校区を挙げて詐欺撲滅をめざした啓発活動に
取り組んでいます。

甘い言葉にご用心！“入居の権利だけ早く取って
おいた方が…。その道に詳しい人を私が紹介します”

みんなで意見を出し合いながらシナリオづくり。
警察の方からアドバイスをいただくことも。

当クラブでは飯野小学校5年生の子どもたちを対象に「米作り体験学習」を行っています。米作り
は5月中旬の籾まきからスタート。子どもたちはクラブ員や地域の人たちに手伝ってもらいながら
2人1組で苗箱に土入れ・籾まきをしました。その後1ヵ月間、毎日“無事育ちますように”と心こめ
て水やりをして苗の成長を見守りました。6月中旬には昔ながらの定規を使った田植えに挑戦。
“わぁ、田んぼってぬるぬるしてる”などにぎやかに田植えを楽しみました。「米作り体験学習」を
始めて今年で20年。この体験を通じて当時の風俗・伝統文化を伝えるとともに、米作りの大変さや
食料の大切さを学んでもらえたらと思っています。

“これが籾。丈夫な苗ができるように、
一粒一粒ていねいにまくんだよ”

一列に並んで田植えスタート。
“木の定規があるとまっすぐ植えやすいね”

JR陸羽東線「上野目駅」周辺の線路部分を草刈りしたり、駅舎を清掃したり。上野目福寿会のメン
バー40名が力をあわせ、明るく美しい「上野目駅」づくりをめざして清掃奉仕活動を行っています。
地域の人たちや乗客の方から“いつもきれいにしていただいてありがとう”“朝早くからご苦労様
です”と喜ばれており、この声が何よりの励みとなっています。また、上野目地区公民館周辺の草刈り
や除草、樹木の剪定、小学生が安全に通学できるよう通学路の草刈りも実施。この奉仕活動が始
まったのは昭和47年。先輩のみなさんが築いてきた尊い奉仕の精神を絶やすことなく、今後も長く
活動を続けていきます。

一番列車が来る前の早朝5時スタート！
慣れた手つきでどんどん刈っていきます。

自宅で朝食を済ませたあと、再び駅へ。
駅舎の中も外もきれいに清掃します。

子どもたちに“自然環境の大切さを知ってほしい”“幻想的なホタルの光を見せてあげたい”との
思いからホタルの里づくり委員会が発足、地元の小学生たちでホタル少年団が結成されました。
毎年、孵化させたホタルの幼虫を飼育、放流しています。ホタルの生態についての講義やホタル
少年団による研究発表、立派に成長したホタルの姿をみんなで楽しむ鑑賞会も実施。“お尻が
光ってる！”“ホタルの光ってやさしいね”と子どもたちは大喜び。このような活動を通して、子ども
たちはもとより地域住民にも環境の大切さを認識してもらえればと思います。今後はホタルが
自然繁殖できる環境づくりをホタル少年団と共にめざします。

“無事に育ってね”ホタルの幼虫を紙コップに移し替えて、
そっと川に流します。

“上手に話せるかな？緊張しちゃうなあ”
ホタル少年団が活動内容を報告。

たまねぎは昨年12月に植え付けて初夏に収穫。
“大きく育ってよかった！”

“たくさん収穫できたね！”
利用者さんの喜ぶ顔が私たちの励みです。

「農園ボランティアふたば会」は障がい者デイサービスの利用者さんに農園活動を通じて収穫を
楽しんでいただくことを目的に活動しています。会のメンバーは全員、土や野菜を愛している人ば
かり。“おいしく育ちますように”という願いを込め、野菜の成長を楽しみながら草取りや水やりな
どを行っています。今年の5月には新しくできた畑で、障がい者デイサービス「青空」「太陽」の利用者
さんと一緒にたまねぎを収穫しました。今年のたまねぎは植え付けた時期がやや遅く、春の長雨
などもあって心配していましたが無事大きく育ち、みんな大喜び。待ちに待った収穫の日はおしゃ
べりもはずんだ一日でした。

日立清水理科クラブ 静岡県静岡市 キャロッ子学級友の会 徳島県藍住町

農園ボランティアふたば会 福岡県志免町 リリーの会 福井県坂井市

佐賀市神野消費者グループ ひよこ劇団 佐賀県佐賀市 飯野町長寿クラブ 香川県丸亀市

滑川学区コミュニティ推進会ホタルの里づくり委員会 茨城県日立市 上野目福寿会 宮城県大崎市

健全育成 健全育成

障がい者支援 高齢者支援

地域づくり高齢者支援

地域づくり地域づくり

春はたまねぎ、秋はさつまいも。
収穫の楽しさと喜びを伝えるお手伝いをしています。

一度の訪問でたたむ洗濯物は900枚。
最後の1枚をたたみ終わると達成感が！

悪質な詐欺に気をつけて！
佐賀弁を交えた寸劇はわかりやすいと好評です。

大変だけど楽しい！ 米作りを通じて
子どもたちに伝統行事を伝えています。

ホタルが乱舞する幻想的な風景。
毎年、多くの人々に感動を与えています。
なめかわ

私たちの駅は私たちできれいに！
40年以上続く奉仕活動で地域に貢献。

りく      う     とう    せん

もみ
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県神山町］県神山町］県 町山神山

豆の国市］豆の国市］豆 市国の国の国

南種子町］南種子町］南 町］子子種子子

県菊池市］県菊池市］県菊 ］池池池市

すだち座では
月１回～数回
形は6年生が
うので、また
とを楽しみに
などで発揮。

で行われた
り合う子ども
越えられたり、
菜採り、石窯
体を触れ合
気や信頼、自

る絵本の読
ーへ引き込ま
後に行った体
くってみたり
に触れるなど、
ふれあう時間

張が強く、不
が出しにくい
必要で、ムー
ートランポリ
クスできたり、
1人ひとりの
を目指します。

ままますすすままままます。す。す。ままま

“おしゃべりだけの参
加でもOKですよ”と0

歳～小学生のママを対

に、楽しくお話したり、お
茶を飲んだりと、リラッ

クスしながら情報交換
を

するサークル活動を行
っています。幼稚園・保

育園・子ども園などの「
園

生活について」や「遊び
場を見つけよう」など新

しく

引っ越してきた方にも
嬉しい地元関連のテー

マを

設定しています。自分の
子育てに自信が持てな

かったり、子育てに迷っ
ている母親が少なく

ありません。子どもたち
へは入園支援を

行い、親へは子育て情
報の提供や社会

参画する機会の提供を
行い、子育てに

自信をつけてもらいたい
と活動しています。

に1度の「ママ・カフェ
座談会」で情報を交換

。

“そうそう、私もそうなの！”思い思いに遊ぶ子どもたち、その傍らでママたちは育児の相談や悩みの共有、日頃の何気ない話題の話をしています。こうして知り合ったママたちの絆は強く、子どもが大きくなってもつながっていきます。小さい子は体調を崩しやすかったり、また母親も次子の妊娠、職場復帰、夫の転勤などと不安定な時でもあります。そのため、年間登録、年会費などなくして母子とも体調の良い時に参加できる場所を提供し、母親たちが自主的に助け合って作り上げる活動にしたいと考えています。

育児サークル べビとも：愛知県半田市
育児サークル べビとも：愛知県半田市

しゃべり会でできた絆は長く続きます。

思いに遊に遊い 遊思 遊遊育児の相談や悩みの共有、日頃
育児の相児 相育 相 悩談 みや相 共有、日頃、の 日有 頃頃して知り合ったママたちの絆は強
し 知りし ママたマ合 マっ たちの絆は絆た はた は強はきます。小さい子は体調を崩しやす小す 小ます 小ま 小さい子は体子さ 体い小 子さ 体い 体調を崩しや崩調 やを体調 やすや
す 小ま 子さ 体い 調

職場復職場復職 復復復
ため、年ため 年、年年
時に参加時 参時 参時に参時 参
合って作合合 て

“この本読んで～”子どもたちが声をかけると“はいはい、
ここに座って読もうか”と嬉しそうにおばちゃんたちが応え
ます。一般的な読み聞かせや選書会、親子読書会などに
加え、高齢者が小学生、幼稚園、保育園の子どもたちに絵

本を読み聞かせる活動を取り入れ
ています。一対一の読み聞かせは、
100%その子だけに向き合う時間
のプレゼント。地域の孫育ての実
現でお年寄りも元気になり豊かな
地域づくりにもつながっています。

特定非営利活動法人 子どもと本をつなぐ会：高知県高知市特定非営利活動法人 子どもと本をつなぐ会：高知県高知市特定非営利活動法人 子どもと本をつなぐ会：高知県高知市

どもたちと向き合える、一対一の読み聞かせ。

子育てサロンの中に三世代交流を含む活動を増やしたため、祖父母世代の方の参加を募ることになりました。自治会長が集まる自治会協議会の総会で子育てサロンのPRをし、回覧板を回してもらうようお願いしましたが思ったより子育てサロンの認知度が低いことに驚きました。そこで敬老会の集まりや社会福祉協議会の地区の研修会、幼稚園の敬老会と
の交流会へも出向き、子育てサロ
ンをPRしました。さらに子育てサロン
のチラシも発行回数を増やし、回覧板につけてもらいました。ただ一番効果があったのは、PRの得意な祖父母世代の方が三世代交流に参加してくださり、口コミでお友だちを誘ってくれたこと。そのおかげで、毎回一定数の祖父母世代の方が参加してくれるようになりました。

豊田地区子育てサロン：香川県観音寺市豊田地区子育てサロン：香川県観音寺市豊田地区子育てサロン：香川県観音寺市

ラシや回覧板より効果のある祖父母世代の口コミ。

以前から離乳食講習会は開いていましたが、今回初めて次の段階の幼
児食相談会を開いてみました。“１歳2ヶ月ほどですが、トロトロしたものば
かり好んで固形のものを口にしてくれません”“おやつやジュースを欲しが
って、ごはんが食べられないんです”など、7～8人の定員でちょうど話しやす

かったのか、他の母親の質問にうなずきながら、次は私がと、悩み
を投げかけます。講師の管理栄養士さんからは“最初は一口だけ
でもいいの、みんなで楽しく食べる時間にしてあげて”“遊んだ後
すぐに食べさせてあげられるよう用意をしておいては？”などと
ヒントをもらっていました。今回参加できなかった人からは“次は
いつですか？”の問い合わせも入り、嬉しい手応えを感じています。

子育て応援遊里：岡山県岡山市子育て応援遊里：岡山県岡山市

評でした少人数の幼児食相談会。

悩み悩み悩み
だけだけだ
だ後後後だ後だ後
どとどとど
次次次ははは
すす。。

“皮をむいてくれるかな”“この野菜は無農
薬で育てたんだ

よ、肥料は生ゴミを堆肥にして畑に戻したん
だ”子どもたち

はただ「食べる」だけでなく料理の手伝いや
後片付けにも

積極的にかかわってもらっています。そのプ
ロセ

スを通して食材や場所などいろいろなこと
を提

供してもらい、地元の人とたくさんつながっ
てい

ることを感じ、いろいろな世代の人とコミュ
ニケーションがとられるよう

声かけしています。地域の他のグループと
連携しながら「子ども食堂」

の運営をサポートしていますが、いつかは、子
どもたちが自分で料理でき

るようになり、自立していく姿を願っています
。

備や後片付けを通して、いろいろな人とコミュニケーシ
ョンするのが大切。

ています。てい す

“中標津には「る・る・る」があるよ。「あいあいサロン」を覗いてみたら？”ど
うやら転

勤族のママさんには、先輩ママからの申し送りがあるようです。中標津は酪
農の盛

んな町、飼料を扱う会社の支店もあり、道内の本社や他の支店から毎年転
勤してく

る家族も多いのです。この会も10年以上続いているので活動の様子は伝
わってい

るようです。「遊びの教室あいあいサロン」は乳幼児と保護者の方がともに
、手遊び

をしたりわらべ歌を歌って、ふれあい遊びをして過ごすサロン。0歳児対象
のクラス

と1歳から就園前のクラスがあり、どちらも人気です。告知は、定期健診の会
場へ出

向いて手渡したり、役場の「赤ちゃん訪問」の際に各家庭に配ってもらったり
して気

軽に参加してもらえるよう工夫しています。また、参加費無料のおためし版を
開いた

りしています。酪農家のお嫁さんは、関東関西から嫁いでいる方もおり、こ
のサロン

が地域にとけこみ、地域の方たちとのふれあいのきっかけになっているようで
す。

特定非営利活動法人 子育てサポートネットる・る・る：北海道中標津町特定非営利活動法人 子育てサポートネットる・る・る：北海道中標津町
転 勤族の方もたくさん参加してくれます。
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団体の課題（３つ選択）

参加者募集・人数変化

●リーダーの皆さん、活動報告書を送っていただき、ありがとうございました。いつもなが
ら、子どもたちの元気な様子とたくさんのエピソードに思わず引き込まれてしまいます。
新たに地域に加わった仲間や地域を越えて人と人がつながっていく話。成長したOB・OGが
活動をサポートし、次の世代に引き継いでいく話。ヨコへの広がりと時というタテの流れが
織り合わさって絵巻物のように続いていくのが感じられます。2000年にスタートした
「元気っこFORUM」も17年目、これからも皆さんの活動を応援してまいります。

●ニッセイ財団は、昭和５４年の設立からこれまでの３8年間で、全国の１万4千
を超える団体に総額82億円の助成を実施してまいりました。これまでの皆
様のご支援に心より感謝いたします。これからも、ささやかではありますが、
人間性・文化性あふれる真に豊かな社会づくりの一助となる活動を続けて
まいりたいと考えております。

リーダーの皆さんから送っていただいた活動報告書。先輩方から受け継ぎ、つないでいく上での悩み、新たな活動を起こし手応えと広がりを感じている喜び。
例年見られる普遍的なものも多くありますが、今を活かした新しいアイデアも寄せられています。きっと、今後の活動に役立つノウハウもあることでしょう。

子どもたちに寄り添い、
心落ち着く環境を提供したい。
「てらこや無償塾」を始めたきっかけは2011年におきた東日本大震
災でした。県内に避難してきた子どもたちは突然の震災により混乱
していて、知らない土地に来たことにより学校も環境も変わり、慣
れない状況の中で笑顔も少なく学習にも身が入らない状態でした。
そうした子どもたちと県内の生活保護や母子家庭の子どもたちの
学習サポートが必要だと考え、止むにやまれぬ気持ちですべて持ち
出しで学習支援室をたちあげました。みんな生活困窮なので当事者
からは一切お金は取りませんでした。先生方も私の思いに共感して
くださって多くの支援者が集まりました。子どもたちは寄り添って受
け止めてくれる人がいて、安心して自分の悩みや気持ちを打ち明け
ます。心が安定しないと、勉強は入ってきません。また食生活も乏し
いので栄養満点で温かな食事を提供することで、お腹も満たされて
初めて、学習の意欲がわいてきます。子どもの未来のために仲間と
手を携えて、これからも無償塾を続けていきたいです。
（岐阜県　岐阜キッズな（絆）支援室）

役を演じることで子どもたちに
貴重な疑似体験を積んでもらいます。
食育、職業に対する偏見の問題など実話に基づいた作品「いのち
をいただく～みいちゃんがお肉になる日～」という作品をとりあげ、

いまできること、次の世代に委ねること。
答えをさがし続けています。
精華町が学研都市として新地域の開発に力を入れ、他町村から若い
家族が移住し子どもが増えました。慣れない地域で密室育児が多い
と聞かされ、子育てが終わった自分に何ができるか、なんとか支援
せねばと考え、子育てに参加して10年、連絡協議会として設立7年
ですが、メンバーの一人ひとりとしっかりと対話ができているか反省
するこの頃です。子育て中の親と毎年2回、顔合わせをしながら悩み
を聞いているのですが、なかなか解決にいたりません。その部分が
大きな課題になっています。また、これからは次世代にゆだねる方
向性としてNPOとして活動できたらと考えています。
（京都府　精華町子育て地域パートナー連絡協議会）

ただ上手くなるだけではなく、年少者への思いやり、
地域への愛着も育んであげたい。
当クラブは、卓球の競技技術の向上を第一の目的としている集まり
でありますが、小学生から中学生までが活動していることから、上の
学年の子が下の学年に対して思いやりを持って指導できるかなど、
精神的な部分の向上が図られることも期待しています。また子どもた
ちは、中学、高校と進み、多くは町外、県外へ転出していくものと思い
ますが、当クラブでの活動の中で地域に親しみ、地域に愛着や誇りを
持ってもらうことにより、将来的にUターンして戻って来ることができ
るような意識を持たせられる活動を行っていきたいと考えています。
（青森県　まべち新風ジュニア卓球クラブ）

思いを届けたくて、
あえてイラスト入りの手書きチラシを作成。
参加者募集において、チラシの作り方を工夫しました。今までは
パソコンを使った活字で要項として出していましたが、手書きにき
りかえてみました。またイラストも盛り込み、小学生の目を引くよう
なレイアウトを考えました。思うように立派なチラシではありませ
んが、手書きにすること、イラストをいれることで私たちの思いが
届いてほしいと思います。実際に参加した小学生から「イラストが
かわいかった」と言ってもらえて、うれしかったです。
（福井県　福井市ジュニアリーダーズクラブ）

保護者の先入観を払拭するために、
地道に丁寧に伝えて理解してもらう。
ここ数年で団員数も減少傾向にあります。原因としては、まず子ど
もの数が減少していることはもちろんですが、1番の原因は親御さ
んたちの野球に対する偏見だと感じています。子どもはやりたいけ
どお母さんが・・・などと言う子どもたちが多く見受けられます。その
親御さんに話を聞くと返ってくる言葉は決まっています。「送り迎え
が大変」「土日がなくなる」「野球はお金がかかる」。どれも私たちの
団では、お互いが協力し合いスムーズに対応しております。お金も
大してかかりません。使わなくなったもの、サイズが合わなくなった
ものなど、あるものを利用して対応しております。後々、入団した親
御さんに話を聞くと100%の確率で入団させて良かったと返ってき
ます。子どもたちと一緒にいろんな経験をし、一緒に成長し、感動を
与えてもらい、大変だったこともなかったかのように思えてきます。
こういう素晴らしい環境で野球をしていることをまだ伝えられてい
ないというのが現状です。ポスター、インターネットでの団員募集、
保護者同士での勧誘、学校行事でのチラシ配布等を行っています。
この素晴らしい団を知ってもらえるよう、いつでも気軽に来れるよう
体験を随時行っています。また親御さん方からの偏見も払拭させら
れるよう、地道に話し合いの場も設け理解していただいております。
そうした活動の効果も少しずつあらわれてきております。
（山形県　中山ジュニア野球スポーツ少年団）

保護者との関わり方

特に気づかうのは、
託児の際の母の気持ちと子どもの心。
子育て中のお母さん方の一番近い存在でいたいと思います。
現在、市内で行われるイベント、乳幼児学級、託児付き講演会、
コンサート、講習会、読み聞かせ会、妊婦健診離乳食の勉強会など、
どこに行っても「すくすくわくわくまあるいこころ」のスタッフが笑
顔で親子を待っているという現状です。特に託児をするときは母

情報発信

市報で紹介、集会でアピール、ブログやツイッター
でも。いろいろと試行錯誤する毎日です。
不登校をしている子どもたちは、最初なかなか家から出ることができ
ません。不登校している自分自身を認めることができないからです。
それは親も同様です。長い葛藤の後に家で元気に過ごせるようにな
ります。そして、どこかに行きたいと願うようになります。不登校をし
ている仲間に出会える場所を探します。私たちは居場所の存在を市
報に載せたり、集会でアピールしたりしていますが、情報を必要とし
ている人に届いていないことを痛感しています。ブログやツイッター
などでの情報発信も始めましたが、なかなか軌道に乗っていません。
わかりやすいパンフレットを作成しようと企画し、本年度には完成さ
せたいと考えていますが、日頃の居場所の運営の上に様々な情報発
信があり、作業が追いついていないのが現状です。1人でも多くの悩
んでいる子どもたちが集まってくれる居場所になるように様々な情報
発信ができるようにしたいと思っています。
（東京都　特定非営利活動法人 オニバスの種）

子どもたちに接するとき、心しておきたい6つのこと。
●家庭の状況（少子高齢化）をよく理解すること。
●温故知新の意味合いを深めること、古きものが正しいとは限
らない。新しいものが皆良いものとは限らない。
●欠けているのではなく、教育が届いていないと考える。
●正解を与えたり、強制するのではなく考えさせる。
●失敗させて、まずは転ばせてみる。
●「自分の世界にこもる」ことの低年齢化を危惧している。
（栃木県　御幸地区子ども会・青少年育成協議会）

”自主性を持つ””継続する”
この2つを身につけてほしい。
スポーツ活動、特に幼少期において最も難しいのは「自主性を持た
せること」「継続をさせること」。この2つはどちらも別々に独立し
ているわけではなく、お互いが密接にリンクしています。この2つ
に通じる何かを見つけることが指導者としての役割であるとの自
負はあるのですが、それが更に難しい作業であり日々試行錯誤の
連続です。幼少期のみでなく10年15年経ったとき、子どもたちが
そのスポーツに何らかの形で関わっているよう長期的な目線と
計画で活動を続けていくつもりです。
（高知県　十市少年剣道教室 スポーツ少年団）

［ 編集・発行 ］
公益財団法人日本生命財団

［ 制　  　作 ］
株式会社オレンジ

［ 印　  　刷 ］
岡村印刷工業株式会社
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対応策対応策

愛着をもって植物を世話することで
自然に対する感性が育まれていく。
植物を育てる活動を通して育まれるものはとても大きいと感じて
います。子どもたちは植物の成長を喜び、慈しみ、楽しむとともに、
栽培に大きな影響を与える毎日の気温や降雨量、風にも敏感にな
り、季節の移り変わりにも気づいていくようになります。低学年の
うちから、自分が世話をする植物に愛着をもって関わっていくこと
で自然に対する感性が育まれていくことを感じています。花とみ
どりの少年団活動を通して、自然を愛し大切にする心が育ってい
ることに感謝しています。学校の力だけではできないこと（土作り
や耕し等）について保護者や地域の協力を得て行っていますが、長
期的な展望では人材が減る傾向にあることが課題です。
（富山県　大山花とみどりの少年団）

各種イベントや行事の場で上演させていただきました。年齢層に
よっていろいろ着眼点が違います。子どもたちは動物や植物の
いのちをもらっているのだから食べ物を大切に残さず食べたい、
というような感じ方、また大人はそれに加えて職業に対する差別や
偏見はなくさなければならない、というような感想が多かったです。
私たちはこの表現活動を通して演じる子どもたちに疑似体験をし
て作品のテーマを感じ取ってもらうこと（情操教育）を目的に取り
組んでいます。すぐに結果が出る活動ではありませんが、地道に続
けていくことが大切ですし、これまでおよそ16年間の活動の成果
はあったのではないかと感じています。
（香川県　児童劇団スマイルハット）

（高知県　十市少年剣道教室 スポーツ

自主活動団体とんとん山（滋賀県）
山口剣友会（福岡県）

活動の様子・感想

課題と対応策

親と離れている子どもの不安な心、子どもを預けている母親の心境
をサポートしています。子どもを預けるとき、泣き顔を見たくない
という気持ちを理解しながらも、離れるときの声かけ一つで子ども
はたとえ数時間泣くことがあっても、親を待つことができるという
ことを伝えています。声かけをせずにいつの間にかお母さんがい
なくなってしまったと感じた子は、いつまでも理解できずに泣いて
探してしまいます。できるだけお母さんの口からお子さんに説明し
てもらえるように声かけすることを頑張っています。また支援セン
ターなどで遊んでいる親子さんで目立つのが、お母さんが座り込
んで話に夢中になってしまい、お子さんを全く見ていないという
状況です。お友達同士ケンカをしたり、高いところにのぼってし
まったりと危ないこともあるので、できるだけ見守りをお願いして
いますが、なかなか難しいのが現状です。
（岐阜県　すくすくわくわくまあるいこころ）

教えてください！

その他 21（4.1%）
プログラムづくり
29（5.6%）

活動場所確保
36（7.0%）

リーダーの確保・育成
127（24.6%）

参加者募集・人数変化
125（24.2%）

情報発信
40（7.8%）

保護者との
関わり方

52（10.1%）

安全の確保
36（7.0%）

地域との
関わり方
50（9.7%）




