
30

PROF I LE

きました。親も子どもも忙しい今、遊びに行った家でそのまま
ご飯をごちそうになることは少なくなってきているのでしょう。

お手伝いも非日常になりつつあります。子どもたちに「お
米を研ぎたい人」「野菜を切りたい人」と声を掛けると、友
だちと連れだって手伝いに名乗りを上げます。何が将来に役
立つ体験になるか分からないけど、家ではやらないことを体
験する場をつくっていきたいです。

はまっこ・てらすを支える地域の組織
  「チーム・そよ風」の中心メンバーは、食生活改善推進団

体と市の健康普及員の仲間による 10 名です。その中には園長
経験のある元保育士もいます。子どもからのサインを常に拾い、
共有すべきことは共有し、みんなで子どもを見守っています。

子どもたちが通う地区内の小学校の応援も大きなポイント。
校長先生が学校の通信に取り上げてくださったり、はまっこ・
てらすをのぞきに来てくださいます。子どもたちの口コミ効果
も絶大です。主任児童委員も重要な存在です。子どもの様子
が気になったときは、主任児童委員に相談。主任児童委員が、
気にかけている家庭の子どもをはまっこてらすに連れて来るこ
ともあります。

子どもの育ちを支えながら、地域が交流する場を目指す
はまっこ・てらすには、勉強を教える人、外遊びを見守る人、

自宅まで送る人、手芸やお点前の先生など、近隣の大人がボ
ランティアとして参加しています。財源は主に「チーム・そよ
風」の会費ですが、地域内の個人や地元ロータリークラブか
らの寄附、また食材も提供いただいたり、さまざまな立場の
方の応援が広がりつつあります。

はまっこ・てらすの場以外で、子どもと大人が出会ったと
きにあいさつできる関係がつくれるように、近隣の方にボラン
ティアとして参加してもらいたい。それがシニア世代のボラン
ティア活動への参加のきっかけになればな
とも思います。

今は子どもが主な対象の取り組みですが、
ゆくゆくは子どもからお年寄りまで、年齢や
年代の区切りのない誰もが参加でき、お手
伝いできる場にしたいと考えています。

合言葉は「一人で食べるならみんなで食べよう」
  「はまっこ・てらす」のきっかけは、通信教育で受講してい
た福祉ボランティア講座で、自宅を開放して少年たちに食事
を提供している元・保護司の活動を見て衝撃を受けたことで
す。孤立しがちな課題を持つ子どもたちを対象とした活動を
始めたいと強く思いました。

日頃から開かれた場で子どもと大人が出会い、相談できる
ハードルを下げておけば子どもの SOS をキャッチしやすいの
ではないかと考え、子ども食堂を始めようと決心。退職を機
に参加した食生活改善推進団体、市の健康普及員などの仲
間に話すと「やってみよう」と賛同してくれました。その仲
間たちともに「チーム・そよ風」を立ち上げ、子ども食堂開
設に至りました。合言葉は「一人で食べるならみんなで食べ
よう」。地域内で孤食などの問題を抱えている子どもを主な対
象に、食事と居場所の提供をしています。

子どもたちが求めていたのは友だちと出会える場だった
時間になると子どもたちは三々五々集まってきます。夕方

遅くなるにつれ人数は増え、幼児を連れた母親、孫を連れて
くる方もいます。

子どもたちにとってご飯を食べるのはついでで、求めてい
るのは友だちと出会える場所であることにすぐ気が付きまし
た。小田原市には児童館がないので、塾や習い事がない日の
子どもたちは、放課後に友達と遊ぶ場所の選択肢が少なく、
また、クラスが別になった友達や、学年の違う友達とも一緒
に遊べる、そんな場所を子どもたちは欲していたのです。また、

「友達と夕ご飯を食べることが非日常」ということにも気が付
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お味噌汁の具になるもやしのひげを取るお手伝い。子どもの話は尽きない

本多  孝子さん （60 歳）

はまっこ・てらす
小田原市酒匂

みんなで食べて、みんなで育つ　

07
厚木市出身。地方公務員を経て、孫育ての予定で早期退職するも、
娘夫婦が海外赴任になったため、そのエネルギーを地域活動へ。食
生活改善推進団体、健康普及員等に参加。並行して受講していた地
域福祉をテーマにした通信講座で子ども食堂に出会い、今に至る。

所在地：小田原市集会所 ( 小田原市酒匂 4-4-21)
開　設：2016 年 6 月 15 日
活動日：第 2 水曜日　15:30 ～ 19:00
利用料：無料
助成金：市青少年課委託費、酒匂・小幡地区自治会連合助成金
 ボランティアグループ活動助成金
TEL：090-1438-2461

活動の自己評価

チーム・そよ風　代表

子ども
食堂
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かなかお母さんの不安は消えません。
ブロックでいろんなものを作り出すその子に「すごいね」と

声を掛け、お母さんにも「すごいですよ」と伝える。第三者の
視点から「大丈夫」「すごい」と伝えることで、子どもも親もほっ
とできる。そういうところがとても大事だと感じています。

これからも地域に発信を続ける
乳幼児とその親のスペース「Baby′ s Room」から「放課

後児童クラブ」まで、小学校が長期休みに入ると一日長い時
間をしんちゃんハウスで過ごさなければならない。多くの利用
者は拠点から徒歩圏内に暮らしていて、中学生になっても道
で会う。中学校の評議員を担っているので学校に行くことも
あり、関わりは続きます。高校生や大学生になってボランテイ
アとして戻ってくる子もいます。住宅地の中にあって、子ども
の元気な声が響いても長く続けていられることに、近所の方
に見守られ、理解・協力あってこその活動だと実感します。

それでも子どもや今の子育てへのまな
ざしには、まだ厳しいものがあると感じて
います。ある一定の年齢以上の世代にとっ
て、子育ては自身も経験してきたことで、
課題ではないという認識がまだまだある
と思います。親子を支えながら、地域の
中でも見守るまなざしが広がるよう、今
時の子ども・子育ての課題を発信してい
きたいと思います。

「しんちゃんハウス」から「地域家族しんちゃんハウス」に
「しんちゃんハウス」は、小学 4 年生の時に交通事故に遭い
重度重複障害を負った長男・真輔の暮らしやすさを考え建て
た家です。亡き後、平成 9 年に重度障害児を預かる民間の
拠点「しんちゃんハウス」としてオープンしました。

その後、障害者支援施策の改変等で、施設入所等で利用
者に行き先ができたことで、しんちゃんハウスの役目も終わ
ると思った頃、学童保育を新しくつくりたいという方と出会い
ました。「この家を地域のために活用していただけるなら」と、
平成 13 年に子どもの居場所「地域家族しんちゃんハウス」
としてリニューアルオープン。「放課後児童クラブ」から始ま
り、平成 17 年度に乳幼児の親の交流の場として「子育て広場・
Baby’s Room」を開設。平成 18 年度に子育てサポーター養
成・活動のコーディネートを行う「みんなの心をはぐくむ子
育て支援事業～笑顔ではぐくねっと」を大和市との協働事業
としてスタート。平成 19 年度に子育てに関する相談と親子集
いの広場「こども～る」を市から受託し、ショッピングセンター
内に開設。今後、子供食堂を始め認知症カフェも予定してい
ます。

一つ始めると次に必要なことが出てくる。そこに行政の委
託や補助が得られたりして、取り組みが広がっていきました。

「この子、大丈夫かしら？」には「大丈夫です」と返す
放課後児童クラブの子どもたちは、ただいまと帰ってきて、

手洗いうがい、宿題を終えたら、夕方 5 時のチャイムが鳴る
まで、公園に出かけたり、おもちゃで遊んだり、本を読んだり、
それぞれ過ごします。

子どもはのびのびと過ごしますが、「うちの子は大丈夫だろ
うか」と不安を感じている親御さんもいます。今のお母さん
たちは子育てに確固たる自信がなく、不安なんだなと思いま
す。また、なにかと我が子を比べるのですが、その必要のな
いことが伝わりにくい。例えばあるお母さんは “ うちの子ブ
ロック遊びばかり。大丈夫かしら ”と言うけれど、その子は
ものすごいイマジネーションを働かせて毎回違うものを作っ
ています。だけど親はつくっては壊すの繰り返しにしか見え
ておらず、成功させないとダメみたいな言い方をする。“ 研
究者は失敗して成果を生み出すものですよ ”と伝えても、な
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館合  みち子さん （61 歳）

所在地：大和市南林間 7-1-15
開　設：2001 年 10 月
活動日：月曜日～金曜日　下校時～ 19:00
利用料：各事業で異なるため、詳細は web をご覧ください。
TEL/FAX：046-275-7955
WEB：http://www.shinchanhouse.com/

活動の自己評価

大和市在住。長男・真輔さんが交通事故により重度の重複障害を負い、
医療行為が必要な我が子との生活の経験から、1997年に重度障害者
を預かる施設「しんちゃんハウス」をスタート。2001年に子どもの居
場所としてリニューアル。2011年「第5回かながわ子ども・子育て支
援大賞「奨励賞」受賞。

PROF I LE

ザリガニ

見つけた！

居場所

08 地域家族 しんちゃんハウス
大和市南林間

子も親も地域も育つ子育て支援を

key person

NPO法人 地域家族しんちゃんハウス　代表

相 談
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李  紀慧さん（左）　佐藤  彰恵さん（右）

やすい。私たちもアタリの大人になりたいと思います。

子どもたちの気持ちに自身の経験で寄り添う
子どもたちが話していくことの中には「大丈夫だろうか」

と心配になる内容もあります。拾ったサインはメンバーで共
有し、対応を考えます。対応が難しい内容は市役所の職員さ
んに相談しますが、多くはその子と同じような経験をしたメ
ンバーが、相談に乗るというより、自分の体験を聞いてほし
いと話し掛けるようにしています。自分
もそうでしたが、思春期の頃は目上の
人の話は素直に聞けません。メンバー
の経験を生かして子どもに寄り添う。
それでうまく対応できたことがありま
す。メンバーは過去の経験に向き合う
ことになりますが、それが子どもたちの未来に生かされるな
ら嬉しいと感じています。

就職・卒業…これからの MOP は
「大学生が運営しているのが MOP のセールスポイントなの
で、大学を卒業したら MOP も卒業です。メンバーの交代が
定期的にある活動を継続する上で、運営に関する子細な引継
ぎが気にはなりますが、子どもとの関わりについては全く心
配していません。それは MOP に
新しいメンバーを受け入れる際、
代表の思いを伝えるとともに、新
しいメンバーの参加への動機や
思いを聴き、共有・共感している
からです。継続するには新しいメ
ンバーの思いも必要です。最初に
ちゃんと話を聴き、思いを確認し
あう。それがブレなければ MOP
は大丈夫だと思っています。

メンバーは自分たちが考える「子どもへの愛情の掛けかた」
を MOP で全て形にしたいと臨んでいます。子どもたちの未
来に携わっているというやりがいと責任を感じながら、子ど
もの側に立った関わりをしていきます。地域や行政とのつな
がりも育み、地域の中で子どもの育ちを支えていきます。

色んな人のご縁と支えを受けながら
「どんな環境にいる子どもも受け入れる場所づくり」を掲げ
る寺子屋「MOP HOME」は、慶応大学の学生を中心に設
立した「学生団体 MOP」が運営しています。

自分が育った境遇から「家庭の状況で将来を諦めるのはお
かしい。何かできないか」
と考えてきました。子ども
に関わる多様な職種が協働
するセミナーに参加した際

「子ども食堂か何か始めよう
と思っている」と話したと
ころ、参加していた藤沢市
職員とつながりができ、教
育機関への紹介をはじめ、
大きな協力を得、今もそれ
は続いています。

会場の「東勝寺」も重要
なご縁。会場を探しに奔走
する中、厨房も食器も自由

に使って良いと言ってくださいました。ここは日本語教室の
開催など地域に根差した活動で、市行政、地域住民からの
信頼が厚いお寺。MOP HOME に檀家さんから食材の寄附
をいただいたり、近隣の方が寄ってくださることもあります。

そして一緒に活動をするのは、育った境遇による困難を経
験してきた大学の仲間。強い思いの縁はどこまでも続きます。

子どもにとって「アタリの大人」になる 
当初は遊びに夢中だった子どもたちが、次第に勉強をする

ようになったり、メンバーの手が足りない時、大騒ぎしてい
る小学生の相手を中高生がする姿に、彼らの成長と変化を感
じます。

変化は他にもありました。将来の夢を聞いたら「ない」と言っ
た子が、ここでメンバーと一緒に料理を作ることで、料理人
になるという夢を持ってくれました。

私たちは子どもたちに「アタリの大人にめぐり合ってほし
い」と願っています。良い大人に会えるほど、その人が自分
を思ってくれているという認識を子どもが持てるほど、自分
が肯定されていると思えて、子どもは夢や自分の思いを語り
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所在地：東勝寺（藤沢市高倉 258)
開　設：2016 年 7 月
活動日：第 2・第 4 土曜日　13:00 ～ 20:00
利用料：無料
URL：http://myownplace.wpblog.jp/

ともに慶應義塾大学看護医療学部3年生。自身が育った境遇から、
家庭や家計の環境に関係なく、すべての子どもたちがなりたい自分
になれるようにと願い活動する二人が出会った。「あきらめること
はない、道はある」と、自分たちの経験をもとに子どもに寄り添う。

MOP HOME
藤沢市高倉09
成長に愛を　大学生による寺子屋

学生団体 MOP　代表

PROF I LE

活動の自己評価

でっかいのできた

子どもたちは居心地の良い場所を見つける天才

学 習
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たまり場

MOP	HOMEスタートの日
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「丁寧な字で書けてるね」の声掛けに、照れつつも嬉しそう

行ってきます！

所在地：横浜市金沢区西柴 3-17-6
開　設：2010 年 4 月
活動日：小学校登校日　7:30-8:00
利用料：5,000 円 / 月
助成金：社協生き生き助成金
TEL：045-516-8560

長野県出身　早稲田大学社会科学部卒　受賞歴「神奈川子ども子
育て支援奨励賞」他。36年間の小学校教員を退職後、地域のボラ
ンティア活動に参加。

岡本 溢子さん （74 歳）
PROF I LE

この街にはこの場所が必要
西柴は高齢化のまち。不便な立地もあり、住民はあまり外

出しないので、連れを亡くした方の孤食、孤独が目立ちます。
住宅地は「建築協定エリア」のため建て替えは難しく、若

い世帯が購入しにくいこともあり、子ども会も無くなり、この
地域に住む子どもの生活は見えにくくなりました。

ボランティア活動を通じてそんな現状を肌で感じたことが
きっかけとなり、赤ちゃんからお年寄りまで誰でもいつでも集
える居場所「さくら茶屋にししば」を立ち上げました。

自分の子にはしてやれなかった。でも今ならできる
８年前、ある保護者から「朝、仕事に出るのが子どもより

早くて心配。小学校に上がった子どもを朝預かってもらえな
いか」と相談を受けました。私自身もずっと仕事をしていたた
め、同じように感じた経験があり、また、朝の時間に頭を動
かすことは、スッキリして午前中の授業から集中できると感じ
ていました。そこで「登校前の朝 30 分で、頭を動かそう」と、
元教員仲間 5 人を誘い 2010 年の４月「朝塾」を始めたのです。

始めるにあたり、小学校に説明に行き、了解を得た後、チ
ラシを配布。それを見た親子が来てくれました。

最初の頃は子どもは 7、8 人。国語や算数のドリルなど、
自分のやりたい勉強をして、気が乗らないときは遊んだり本
を読んで過ごすことも。学校や友達のことを話してくるときは
相談に乗り、保護者にも伝えるようにしています。最近は 2
名くらい。なにより「いってらっしゃい」「行ってきます」  の
やり取りをして登校していく姿を見送れるのは安心です。

教員だったときは、分からなかったこと
教員の頃は学校での生活しか見えなかったので、もう少し

現代の家庭状況や保護者の考え方などを把握しておくべき
でした。その分、今勉強させてもらっています。

有志のスタッフが開設から続けてくれていますが、皆ボラ
ンティアなので、朝塾の運営方針を求められ、困惑する場面
もあります。以前、朝塾の鍵開けが少し遅れてしまい、それ
が原因で辞めていった利用者の方がいました。過ちはもちろ
ん認めるのですが、寛容な精神が世の中に少なくなり、関係
性の難しさを感じることもあります。親、子、自分たち、そ
れぞれの目線は違うけれど、子どもたちにとって安心できる
場所という基準は忘れずに守っていきたいと思っています。

ちょっぴり「おせっかい」くらいでいいんじゃない
子どもたちのエネルギーが、さくら茶屋に出入りする人を

元気にしています。一方で、子育て真っ最中の保護者は元気
がないように感じられます。原因はスマホかなと思うことも。
情報を多く得られますが、間違いや子育てを追い詰める情報
に出会うこともあるようです。共通の話題で盛り上がったりと、
悪いことばかりではありませんが、時間を奪われないよう自
律していくことも必要と考えています。

人とつながりを持つことは、時に面倒
くさいと感じることもありますが、「いらっ
しゃいよ」と声をかければ立ち寄ってくれ
る人もいます。自分のことを話せるように
なると、他の人の話も聞きたくなり、顔見
知りになれば力になってくれます。それを
子どもにも子育て中の保護者にも実感し
てもらいたいと思っています。

朝塾のこれから
若い担い手も必要。スタッフは高齢になってきているので

（笑）。でも、ずっとやれて幸せということでもあります。子ども
たちには「どんな日も通い続けてきたこと、継続してきたことは
すごい」と伝えてきました。そうやって通った子も今や中学２
年生。会えばあいさつしてくれるのは感無量です。“家族にかわっ
てつながる大人 ” がこれからもずっと、必要だと思っています。

活動の自己評価

さくら茶屋にししば　朝 塾
横浜市金沢区

家族にかわって「いってらっしゃい」

10
NPO 法人 さくら茶屋にししば　代表

たまり場
学 習
支 援

key person
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想が得られるようになってきました。身近な人が働いている
記事を読むことで、知らなかった仕事に興味を持ち「働くた
めにはどんなことが必要なのか」を考えるきっかけになって
いることを実感します。これまでに学生と企業のご縁をつな
いだ実績は、まだ 5 名くらいですが、インターンシップに行っ
た職場で関係性ができて就職した学生、経営者さんと社員さ
んを学校に招いた社会人講話をきっかけに興味を持ち、就職
に至った学生などが出てきています。

「尊敬できる大人がいる職場」
を選択基準に
創業者が石川県に戻るため、

神奈川での事業を続けていくに
あたり、今までキャリア教育で
関わった学生や学校、企業との
つながりをさらに強化して仲介
役になりたい。そんな思いから
所長を引き継ぎました。さくら
ノートの制作、キャリア教育の
講演事業企画など一手に担うこ
とになり、正直、不安なことも
ありましたが、健全な職業観を育成しようと一緒に動いてく
れる人たち、地元で働く担い手を増やそうと地域貢献を進ん
で行ってくれる企業に後押しされています。さくらノートは協
賛企業の賛助制度により、無料で横浜、川崎、横須賀、相模原、
町田エリアの中学校・高校・大学など約 410 校、約 65,000
部配布しています。

私自身、さくらノートの取材や協賛企業との出会いを通じ
て魅力的な方にたくさん出会えました。この人たちと働きた
いと思う職場もたくさんあります。もし高校時代にキャリア教
育の授業があり、さくらノートを手に取ることが出来たら、名
前の知られている企業に就職すれば安泰という考えではなく、
どんな人が働いているのか、どうやって仕事を覚えていくの
か、困ったら誰に相談すればよいか、と働く自分をイメージ
しながら就職活動ができただろうと思います。学生や先生か
ら相談の連絡がくるたびに「これからも続けていきたい」そ
う思えるのです。

2

1 1

3

3
3

2

1

子ども同士の交流

家族対応

相談

ネットワーク・協働

支援者との交流

就労支援

生活支援

学習支援

所在地：川崎市高津区坂戸 3-2-1　KSP 西棟 4 階 NEO-S4 号室
活動日：月曜～金曜　9:00 ～ 18:30（祝祭日除く）
WEB：http://www.sakuranote.jp/
TEL：044-281-0833

横須賀市生まれ。高校卒業後に大手企業に就職。社会人学生として経
営を学んだ後、教育関係の仕事に転職。社会人10年目に身体に異変を
きたし、うつ状態やひきこもりを経験。再起のきっかけは祖母の介護。
高卒者、再チャレンジ者に対する就職情報、知識、インターンシップな
どが少ないと痛感。さくらノートと出会い、現在に至る。

大人になることに魅力を感じない時代を心配して
創業者が株式会社さくらノートを設立した背景には、近年、

大人への尊敬や憧れの気持ちが芽生えないニュースが多い
こと、地域に根付いていた昔とは違い、「仕事・働くという事」
が身近でなくなったこと、そして、教員は日々の授業や生徒
指導に追われ、充分なキャリア教育のプログラムの展開が
難しく、試行錯誤を続けていたことなど、子ども・若者を取
り巻く環境の変化がありました。ならば地域で働く人々、が
んばっている大人を知ることができる教科書、体験をつくろ
う。それがさくらノート創刊や学校でのキャリア教育、地元
の職場へのインターンシップコーディネートのはじまりだっ
たそうです。
 

先輩の働く姿を見つけ「かっこいい！」
中・高校から、キャリア教育の講師依頼を受け、授業をす

ることもあります。「どんな職業があるか知っている？」と尋
ねると、挙がってくるのは「消防士」「アナウンサー」「パイロッ
ト」と漫画やドラマになるような職業。分かりやすい、華やか、
という職業ばかりでは現実味が薄い。さくらノートでは、地
元で働く、等身大の大人たちにスポットライトを当てることに
しました。『目的をもって働く大人は生き生きとして、かっこ
いい』それを伝えたかったんです。創刊した当時、たくさん
の子どもたちに読んでもらうには学校で配るのが確実だと考
えました。サンプルを持って各学校の校長を訪ねると、「こう
いった冊子がほしかった！」と口々に言ってもらえました。

取材対象者は全員、出身中学、高校を載せています。自
分たちの先輩を見つけると「あ！うちの学校の先輩だ」「こう
いう仕事が地元にあると知って興味が沸いた」と、率直な感

杉野　瞳さん （37 歳）

活動の自己評価

key personさくらノート
川崎市高津区11
がんばっている大人がいることを子どもたちに

株式会社 さくらノート 神奈川エリア　所長
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