２０１２年１２月

080-5631-8129
兵庫県受託事業：NPO
と行政の子育て支援会議＠神戸・淡路

「古民家で手前みそを作ろう！」
昔懐かしい“みそくり機”でつぶし、淡路島の
地元産糀と塩を混ぜ、丸めてみそ玉を作ります。
お子さんでも楽しく作業できますよ。おやつに
は、野外調理した豚汁を食べよう！

日程：１月２６日（土）、２７日（日）１３：００～
場所：都市・農村交流施設

『NPO と行政の子育て会議』は NPO と行政が足並みを揃え、
地域に根ざした子育て支援を目指しています。

私は、ミャンマー人の主人と結婚して 5 年ほど、旧首都ヤンゴンに住んでいました。主人

「宙-おおぞら-」
洲本市中川原町中川原 92-1

最寄駅：JR・山陽垂水駅東口より徒歩 2 分

費用： 味噌２kg 持ち帰り ２５００円
定員：各日とも５家族限定

対象：

申込・問合せ
特定非営利活動法人あわじＦＡＮクラブ

http://awajifan.web.fc2.com/

そこには、180 度地平線が広がり、日が昇れば起きて、日が沈めば寝る、自然とともに生き
る人々のたくましい姿がありました。

メール：yumeno-kuni@hotmail.co.jp

ヤンゴンでの当時の生活は、マンション暮らしで、下の広場には、いつもご近所の大人や
子どもが集まって、世間話をしたり、子ども同士が遊んだりするコミュニティーがあって、
お互いの子どもを見守る関係がありました。子育てが、その家族だけでなく、地域のみんな
が関ってくれるそんな姿が印象的でした。日本では、その仕組みが失われつつあり、核家族

センスアップテクニックレッスン
姿勢向上委員会
元有名セレクトショップ・
カリスマファッションアドバイザー

こだま まき先生

も増え、子育てが両親だけで行われることが多くなっています。その為、日本では行政機関
（児童館・幼稚園・保育園）などが、母親の子育て支援をしていますが、地域で子どもを見

ミャンマーには今も、家族や、親族を大切にしている人々がいて、核家族などほとんどあ
りません。同じ家に住む兄弟、姉妹や、親族の子どもにいたるまで、我が子と同じように、
大切にする国民性だと感じました。そして、この国には、母親ひとりに、子育てを抱えこま
さない、誰かが手を差し伸べてくれる、まわりのみんなで子育てをする仕組みが根付いてい
ます。
私は、ミャンマー流の子育てを大切にしたいと思っています。家族や地域が子どもと共に
繋がっていければいいと、そう願っています。
ミャンマーカレー

tete

阿雲登美子

住所：神戸市長田区二葉町 3 丁目 11－5(丸五市場内) 電話：080-5631-8129(携帯)
http://www.ichiba-kobe.gr.jp/ichiba22/shop/ichiba22-tete.html

0 歳～就学前のお子様のご家族

母子のみ参加も可
●○●○●○●ママ講座○●○●○●○●○
２０日（日）～百点満点のママでなくていいよ②～
２７日（日）イクメン FP の子育てマネー講座
■□■□■□■□パパ講座■□■□■□■□
２０日（日）でんちゃんの、パパと遊ぼう親子講座②
２７日（日）～パパもヨガでリフレッシュ～
参加費： １講座 ５００円
※申込：FAX またはメールでお申し込み下さい。
（参加家族氏名、住所、電話番号、お子さまの生年
月日、性別、E-mail アドレスご記入ください）
申し込み・問い合わせ先 Heart Mam(ハートママ）
TEL： ０９０－３９４８－３７１９
FAX： ０７８－７５５－０９７３
Mail： kako-o-kako@m6.gyao.ne.jp

から学ぶセンスアップテクニックレッスン

日時：
場所：

守る仕組みが、なかなか難しい現状にあるように感じます。

ファミリー講座
ママとパパが分かれて講座を受けます！
日時：1 月２０日（日）・２７日（日）
１３：３０～１５：３０一時保育付き講座あり
場所：垂水勤労市民センター
３階

〒656-0002 洲本市中川原町中川原 92 番地 1
TEL：携帯電話（担当：赤松）080-5339-1378
FAX：0799-25-8068

の生まれた村は、ヤンゴンから約 6 時間かかり、電気も、車もない、のどかな農村部です。

第二弾！子育て元気アップ

１２月２２日（土）
ウィズネイチャー

１０：３０～

親子 de スペース

（神戸市長田区二葉町 5 丁目 1-1-110）
最寄駅：地下鉄海岸線「駒ヶ林駅」
①番出口西側
参加費： １．５００円
定員： １０名 （子育て中のママ達きてね）
服装：今冬、一番気に入っているファッション
ご用意いただく物
お気に入りのワードローブ
☆（トップス、パンツ、スカート、小物、各種類）
☆タンスのこやしアイテム（フリマ予定）
プチフリマを開催予エコバックと小銭を
ご用意ください。
ご予約＆お問合せ（こだま直通）
fu-fu-fu0217@docomo.ne.jp
090-1448-0712 (当日連絡先）
事務局 KCS センター姫路西院/担当こだま

発達障がいを理解するために
～“気づき”ともに生きよう～

１２月 7 日（金）兵庫県男女共同参画センター
で行われた講演に参加しました。
第１部
井原和夫先生「特別支援教育と電子教材」
笹田能美先生 「気づきを大切に早期支援」
第2部
5 グループに分かれ、意見交換会や各グループ
発表、講師の先生方への質問など、様々な立場
から意見が出ました。
発達障がいの子どもの支援をする電子教材紹
介や、個性や能力を発揮して自立できる社会づ
くりの為にどんな支援があるか,今の現状につ
いて学んできました。

自然のしくみを楽しく学ぼう

エコロジカルシンキングゲームは、

現役の生物調査員が開発した、生態シミュレーション型ボードゲーム。
日程： ２０１３年１月１９日（土）
時間： １３：００～１６：００
場所： ウィズネイチャー 親子 de スペース
最寄駅：地下鉄海岸線「駒ヶ林駅」①番出口から地上に上がり商店街を西側すぐ
定員： ５名（最小催行人数 ４名）
参加費：

１．８００円

お申込み：お名前・電話番号・メールアドレスを添えてお申込み下さい。
セラピー＆ワークショップ
coco fuwa(ここふわ）
TEL: ０９０－３７０２－３２０８ FAX: ０７８－４５３－９１２７
メール：reiko_y@zeus.eonet.ne.jp
ブログ：http://ameblo.jp/maya-jade/

～東日本大震災復興支援チャリティーコンサート～
東日本大震災で被災された皆様に神戸から元気と復興へのエールを届けたいと思います。
全ての人が助け合う社会になるように心より願って・・・

日程： ３月１０日（日）
時間： １４：００開演（１３：３０開場）
（１６：００終演予定）
参加費： 無料 ※当日先着順、定員になり次第入場をお断りいたします。
場所： 神戸朝日ホール
指揮：
中原 正行
演奏：
IMMC マミーズブラス
賛助出演：神戸市立本庄小学校児童有志
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇演奏内容◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
１部

お問合せ

ファンファーレとアレグロ
海の歌
第１組曲

２部

サウンド・オブ・ミュージック
ディズニー・メドレー
組曲「宇宙戦艦ヤマト」
あすという日が しあわせを運べる

山陽電車、垂水の東側「滝の茶屋駅」から徒歩 5 分、兵庫県立視覚特別支援学校
の正門前に今年 10 月 1 日（月）オープンした“haha かふぇ”があります。表には、薄い
ピンクのノボリと、代表のお子さん手作りの木の看板があります。店の開き戸を開ける
と、代表の西谷真弓さんが笑顔で迎えてくれました。西谷さんは、地域活動を始めた
ころに、近くの子育て中の母親たちの実家が遠く、子育てに協力してもらえる方もな
い。という現状を知りました。そこで、子育て中の母親を支援する必要を感じて、2009
年 12 月に、親子が集まり、料理を作って食べる「親子かふぇ」を始めました。月 1 回地
域施設で開催している「親子かふぇ」は母親達が交流する場所として評判が口コミで
広がり、リピーター親子でいつも満員になっているそうです。
その「親子かふぇ」から始まり、オープンしたのが、“haha かふぇ”です。地域の母親
の居場所や、作品展示の場所として「拠点づくり」を始められました。店内には、「木の
おもちゃころころ」こだわりの木工玩具や、母親達が子育ての合間に手作りした雑貨
などが販売されています。また高齢者の方が手作りされている作品には昔ながらのお
手玉などもありました。洋菓子店勤務の経験があるママの焼き菓子は人気があり、季
節により内容を変えているそうです。店の壁には絵画や書道作品などが展示できるス
ペースがあったり、キッズコーナーも設けられています。作品展示・販売は好評で、わざ
わざ、近隣の地区から電車で来られる方もいるそうです。店内はお茶をしたり、お話し
たり、親子やお友達とゆっくりと時間を過ごすことが出来る場所になっています。最近
では親子ばかりでなく、地域の高齢者の常連さんもいらっしゃるそうで、この場所が、
西谷さんの目指す地域の居場所になってきているのが感じられました。
西谷さんは『最初から色をつけずに、段々と集まるみんなが色をつけて、決めてくれ
ればいい。』そう語ってくれました。西谷さんは最後に、今後はメンバーも私も楽しい
ことをして、高齢化がどんどん進んでいる地域の現状に、様々な世代が交流できる、ま
ちづくりを目指したい。と話してくれました。
haha かふぇ
神戸市垂水区城が山 1－12－6

ように
特定非営利活動法人 IMMC
〒６５５－０００３
神戸市中央区山本通 2-13-16
TEL: ０７８－２６１－８９４３
URL: http://immc.jimdo.com

団体で開催される情報をお寄せ下さい!!

問い合わせ：
TEL:070-5660-7159(携帯)
E-mail: hahacafe2012@yahoo.co.jp
HP: http://hahacafe.grupo.jp/

「かけはし」または「みんな e-net」

NPO と行政の子育て支援会議運営事業
問合せ先：NPO 法人ウィズネイチャー

で会員団体さんのイベント情報を掲載させて頂きます♪
イベントやセミナーなど団体で開催される情報をウィズネイチャーまでご一報下さい♪
心よりお待ちしてます(*´∀｀*)☆★☆
みんな e-net○●○●○http://minna-e.net/

〒653-0042
神戸市長田区二葉町 5-1-1-110
TEL/FAX 078-621-3127
http://with-n.org
E-Mail
goto@with-n.org
神戸・淡路地域担当：子育て支援コーディネーター
後藤 美保

