２０１2 年 6 月
兵庫県受託事業：NPO と行政の子育て支援会議＠神戸・淡路

『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。

私たち人形劇団クラルテは

近年食の安全性への不安が高ま
っています。
安全安心な食文化を未来にのこ
すためには、今私達一人一人が食
について関心と正しい知識を持ち、
積極的な食育への取り組みが必
要とされています。
こども達が農業体験を通して感じ
たことを提言し発表します。
こども達の発信を元に今私達一
人ひとり、なにが出来るかを共に考
えましょう。

開催日時：2012 年 6 月 16 日（土）
13：00～15：00
場 所：兵庫県公館 大会議室
神戸市中央区下山通 4‐4‐1
市営地下鉄「県庁前」駅下車
西５番出口すぐ
JR・阪神「元町」駅下車
西口から北徒歩５分

入 場 料：無料
（参加申込が必要）
申込方法：電話・FAX
TEL/078-371-8899
FAX/078-371-8809

URL

http://yef.jp

大阪に生まれ
今年で６４周年を迎えます。

劇団には長い間、上演し続けているレパートリィが多くあります。特に０才から６才を
対象とした作品は地域性も時代も超えて子ども達の感性と響き会って上演し続
けています。♪ポ・ポ・ポリチーノの結婚式に・・・と何度も繰りかえし歌いながら、木彫
りのおんどり、めんどり達が結婚式へ出かける、イタリアの民話はロングランの一つ
です。一度は狼に食べられていまいますが、小さな小鳥の機知で無事に結婚式に
行くという単純な世界です。子どもたちはよく笑う。繰り返すことの楽しさを実体験
として今、まさに行っているからなのでしょう。公演後の生の声も楽しい。「今日はお
人形がいなかったね」そう、子どもたちは全ての人形に命を吹き込み、一緒に生きて
くれる。月に乗ろうとするカマキリに大人は叶わぬ夢と寂しさを感じるがこどもは不
可能ということがなく、カマキリに「もっと飛べ！高いビルに上れ！」と応援してくれる。
こんな素敵な子どもの感性と毎日向き合える人形劇はこどもの成長に欠かせない
心の栄養です。
人形劇団クラルテ
代表 高平和子
http://www.clarte-net.co.jp/

おじいちゃん、おばあちゃん
と一緒に楽しく暮らせる街づ
くりを目指して！！
赤ちゃん・子ども用品など♪
掘り出し物がいっぱいです!!!
★日時：6 月 17 日(日)
11：00～16：00
☆場所：大正筋商店街
中央ストリート♪

×のレッテルを貼られたこどもたち
は「どうせ俺（私）なんか・・・」と考え、
生きづらさから『不登校』や『引きこ
もり』、『ニート』となっていきます。
勝ち負けの先に何があるんだろう?
若者の生きづらさとその可能性を、
共に考えてみましょう。
パネラー
NPO 法人ふぉーらいふ
理事長 中林和子
NPO 法人青少年自立支援施設淡路プラッツ

アクセス
神戸市長田区
・JR 神戸線「新長田駅」下車、南へ徒歩約５分
・市営地下鉄・西神山手線「新長田駅」下車、
南へ徒歩約 5 分
・市営地下鉄・海岸線「新長田駅」下車
南へ徒歩約 5 分
・市営地下鉄・湾岸線「駒ヶ林駅」下車
北へ徒歩約５分

※子育てに役立つ情報発信を行って
いる団体・グループの方も参加します!!!

URL http://taishousuji.com/
主催：大正筋商店街

統括リーダー 石田貴祐
IIYO 楽園 代表 煙山 亨
コーディネーター
スロースペース・ラミ
代表 小野 洋
☆日時：6 月 17 日（日）開場 PM1：00
開始 PM1：30～終了 PM3:30
★開場：サンシャインホール
淡路市浦 148-1
☆参加費：500 円（資料代）
★連絡・問合せ先：
080-4322-1140 けむりやま
URL
http://iiyo.exblog.jp/7429395/
主催：IIYO 楽園設立準備会

日本多胎支援協会では、第３回全国研修会
として、自らも双子を含む 3 児の母であり、多
胎家庭の虐待死裁判において弁護人を務め
られた間宮弁護士のお話を聞き、虐待を予防
するために必要な具体的な支援についての
議論の場を持ちたいと思います。医療・行政・
福祉・法律・子育て支援・教育・保育・当事者
等様々な立場の皆様のご参加をお待ちして
います。

講

演

日

時

開

場

：

「同じ双子の母として」
間宮静香氏（弁護士）
： 2012 年 6 月 24 日（日）
10：30～12：30
： 神戸市男女共同参画センター
（あすてっぷ KOBE）2F セミナー室１・２

問合せ・申し込み
日本多胎支援協会
TEL＆FAX048‐877‐4244
Mail : jamba@jamba.or.jp
URL
http://www.jamba.or.jp/
主催：日本多胎支援協会

ご存知ですか？子どもたちの死亡原
因の第一位は「不慮の事故」です。
子どもたちを「不慮の事故」から守る
ために、大人ができる具体的な情報を
知ってもらい、心身ともに健やかに育
っていくために、より良い環境づくりを
保健医療の面からお話していただき
ます。
☆講師：長村敏生氏
★日時：平成 24 年 7 月 10 日（火）
14：00～15：30
☆開場：こうべ市民福祉交流センター301 教室
★参加費：無料
☆定員：80 名
お問い合わせ
神戸市ファミリー・サポート・センター
電話：078-271-5545
FAX：078-271-5365

主催：神戸市社会福祉協議会

私らしい仕事と子育て両立、ご一緒に考えて
みませんか?「目の前のことで精一杯」、「仕事
がたまっているのに残業できない」「仕事も家
庭も中途半端」、「子どもが発熱また迷惑を
かけてしまう」…など思っていませんか?
セミナーでは、仕事と子育ての両立に向けて
気持ちや課題を整理するお手伝いをします。

団体で開催される情報をお寄せ下さ

日程：2012 年 7 月 14 日（土）
セミナー10:00～12:00

「みんな e-net」で

講師：萩原 紫津子
会場：あすてっぷ KOBE

（神戸市男女共同参画センター）2 階セミナー室

定員：セミナー30 名
一時保育：1 歳半から就学前まで 10 名＜先着順＞
申し込方法：FAX・電話・あすてっぷ KOBE にご来館
FAX078‐361‐6477
電話：078‐361‐6977
【受付時間：9:00～18：00・月曜休館】
E-mailseminaastep@office.city.kobe.lg.jp
URL： ttp://www.shigoto-kosodate.net/
主催：神戸市・
NPO 法人【仕事と子育て】カウンセリングセンター

「赤ちゃん先生プロジェクト」は教育機関や高齢者の施設などにママと赤ちゃんが
一緒に訪問します。この日、真陽地域福祉センターで行われた「赤ちゃん先生」に真
陽婦人会の声かけで集まった地域のおばあちゃん・おじいちゃんが参加し赤ちゃん
との触れ合いを通じて有意義な時間を過ごされていました。
「NPO 法人ママの働き方応援隊」では、出産を終えたお母さんたちが、地域社会に
貢献出来ることはないか、また赤ちゃんの持つ癒やしで何かしていく事はできない
か。と考えられ、この「赤ちゃん先生」が生まれたんだそうです。

い!!
「かけはし」または
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

(*´∀｀*)☆★☆

取材中、赤ちゃんのパワーやお母さんたちのパワーはとても力強いものを感じまし
た。おばあちゃん・おじいちゃんは、赤ちゃんの笑顔に癒され、パワーをもらっているよ
うに思いました。おばあちゃん・おじいちゃんから手をさしのべ、握手やおもちゃで遊
んでいる様子はとても和やかな雰囲気でした。また、ママたちは育児のアドバイスを
聞くチャンスにもなります。「それでいいんやで」という言葉に会話がはずんでいまし
た。
今回赤ちゃん先生でママ講師の塩見さんにお話を聞くことができました。塩見さ
んは５ヶ月の赤ちゃんと一緒に姫路から来られていました。
この「赤ちゃんプロジェクト」に出会い、いろいろな方と交流が出来て嬉しいとおっし
ゃておられました。また、自分が不安に思っていると子どもにも伝わるので、旦那さん
と自分が大丈夫だと思いながら子育てに取り組んでいるそうです。子どもにも伝わ
るのか自分たちが大丈夫だと思うと、子どもが笑ってくれるそうです。塩見さんは、子
どもを育てることを心から楽しんでおられました。
お問合せ：NPO 法人ママの働き方応援隊
TEL 078-381-5941
ＵＲＬ http://mamahata.net/
NPO 法人ウィズネイチャー「NPO と行政の子育て支援会議」運営事業担当（牧野）
〒653－0042 神戸市長田区二葉町 5-1-1-110
TEL/FAX
URL

０７８－６２１－３１２７

http://with-n.org

E-Mail

makino@with-n.org

