２０１2 年 7 月
兵庫県受託事業：NPO と行政の子育て支援会議＠神戸・淡路
ゆっくり美術鑑賞しませんか？
ママが美術鑑賞している間
お子さんは保育スタッフと楽しく
過ごします♪

『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。

「せんせ～」私のところに駆け寄ってくるのは子どもたちだけ
ではありません。「うちの子最近こんなことするんです。嫌味か！
っていうくらい。もう、やです。」「いうこときかなーい！おかあさん
やめたい！こんな私、母親失格ですよね…」いろんな想いを抱え
て、ママたちがやってきます。そんな時私は必ずこう聞きます。「妊娠してから、お母さん
検定受けた？何級？」すると必ずお母さん方は「ん？」と一旦考えると「いやぁ～ないで
すよぉ。」と笑いながら答えてくれます。そうです。だれもそんな検定を受けてからお母
さんになってはいないのです。だから、いっぱい悩むし、どうしていいかわからなくなっ
て投げやりになるし…そして子どもに想いをぶつけてしまって、落ち込んで迷走する。
母としてこれでいいのか？自分は母としてだめなんじゃないか？とまで考えてしまう。
でも、だれもウルトラマンが変身するように完璧な母に変身したわけではありません
よね。
だから、こう考えてみてはどうでしょう？
あなたはステージをクリアして成長していく育成ゲームの中の主人公。そう！ステージ
をクリアするには、どんなトラブルや困難が待ち受けていて子どもたちに振り回され
ても、母としての経験値を上げてすすんでいく勇者だと。次次ステージをクリアするの
は容易くないです。悩んだり、立ち止まったり。でもそれは一生懸命、しっかり頑張って
いる証拠なのですよ。でも正直それをクリアし続けるために「取扱説明書」と「カスタ
マーセンター」ほしいですよね。そのために私たちのような保育のプロがいるのです。
どこに？？
子育て支援をしている保育所、広場、センターが近くにあるはずです。探してみてくだ
さい。そして想いをぜーんぶ吐き出して、リフレッシュしに来てください。帰りには自分
の応援歌（ちなみに私は kinkikids の♪フラワーでした）を口ずさみながら、笑顔のお
みやげと、経験値ボーナスポイントもらって帰るのです。さ、今日も待ってますよ。
ファイト！
Mamaco.pocket 子育て応援隊 下村やこ
yakobeam2008@future.ocn.ne.jp

☆実施日:7 月 15 日(日)
8 月 9 日（木）・8 月 19 日（日）
いずれも １０：３０～１５：３０
「カミーユ・ピサロと印象派」展覧会
場所：兵庫県立美術館会議室
対象：０歳(２ヶ月)～就園前のお子さま
定員：１０名＜予約制＞
利用料：別途必要
お問合せ：Heart Mam(ハートママ)
代表 高田佳代子
TEL
０９０－３９４８－３７１９
FAX
０７８－７５５－０９７３
メール kako-o-kako@m6.gyao.ne.jp

いつまでも輝いていてもらいたいから
1 日限りのご褒美 DAY
日
場

時：7 月 14 日（土） 10：00～17：00
所：元町商店街パルパローレビル地下 1 階

時間制体験プログラム
☆赤ちゃんキズナを深める
ベビーマッサージ 800 円
対象：2 ヶ月～はいはいまでの赤ちゃんとママ
☆目指せ！ふわふわおっぱい
おっぱい体操 1,000 円 対象：女子
きれいになれるヨガ 800 円
対象 ： 女子
など
主

催

：

エフ・ピー・ヒーローズ（株）

神戸市中央区元町通 6‐4
ライオンズマンション神戸元町通 3 階

TEL：078-381-9467

URL

http://angel.ap.teacup.com/heartmam/

ナイスショットでみんなに笑顔に
こうべＢＯＹ
フォトコンテスト作品募集
応募締切：7 月 20 日（金）
日常的に育児を楽しむ男性、家事に積極
的な男性を撮影した作品を募集!
ふるってご応募ください。
作品展示期間：8 月 16 日（木）～9 月 15 日（土）
来館者投票も同時開催します
展示場所：神戸市男女共同参画センター
あすてっぷ KOBE

１階交流コーナー

応募方法：応募ようしに必要事項を記入し、作品
と共に、あすてっぷ KOBE に持参か郵送で

お問合せ：神戸市男女共同参画センター
（あすてっぷ KOBE）
（平日 9：00～18：00/日・祝 9：00～17：00）
〒650-0016 神戸市中央区橘通 3 丁目 4 番 3 号

TEL：078-361-6977/FAX：078-361-6477

休館日：月曜日

頑張っているママたちへ・・・
わたしへのごほうびコンサート
途中休憩なし 45 分のコンサートと
出演者も一緒に終演後のティーパーティー

～ Program ～
J.s.バッハ/G 線上のアリア
レオポルト・モーツアルト
（モーツアルトのパパ）/
おもちゃのシンフォニー

など

神戸公演

日時：2012 年 7 月 24 日（火）
11：30 開演（11：00 会場）
場所：神戸市立灘区民ホール
・阪急「六甲」「王子公園」駅
・JR 「六甲道」駅・阪神「大石」駅

おとな・・・・1,500 円（当日 2,000 円）
こども・・・・500 円（当日 500 円）

0 歳～小学生

☆プレイガイド☆
灘区民ホール
Tel：078‐802‐8555
主催
神戸市立灘区民ホール 指定管理者
日本管財・文化律灘共同企業体
URL:http://nadakuminhall.net/

アースパル KOBE は地球温暖化防止の
ために神戸市と協働で「150 万人エコ
市民活動」を展開している行動ネット
ワークです！ソーラーパワーで音が鳴る
「♪メロディーアラーム♪」
を好きな形で作ります！
夏休みの工作にも！
講

師：宮本光晴氏

アースパル KOBE 代表

受講料：1,200 円（ソーラー電池 1 つ分）
日 時：2012 年 7 月 29 日（日）14：00～16：00

対
開

象：子どもから大人どなたでも！（先着 20 名）
場：垂水区勤労市民センタ‐3 階木工工芸室

申込み：メール・FAX にて受付
お名前・人数・連絡先をお知らせ下さい。
10 才までのお子様は保護者様と参加下さい

問合せ・申し込み
子育て支援グループ 「給食係」
TEL＆FAX078-752-4427
Mail : oyakocafe_kobe@yahoo.co.jp
URL
http://qsyokugakari.grupo.jp/
この活動は垂水区役所後援活動です。

親子で絵本を楽しみませんか？
ボランティアグループ「こうべママが
小さい子（0～3 歳）とおとうさん・おか
あさん向けに絵本の読みきかせをお
こないます。
＜場所＞
中央図書館 1F 児童コーナー奥カーペットコーナー

＜アクセス＞
地下鉄「大倉山」駅
＜日時＞
7 月 27 日（金）
＜問い合せ＞
中央図書館 市民サービス
TEL:078-371-3351

阪神春日野道駅から北へ出て歩いてすぐの所に、一般社団法人「家族・地域の絆
会」があります。2 階建ての家になっており、1 階はデイサービスのハッピーハウス、2 階
がファームリー保育園となっています。子どもたちは 1 階のおじいちゃん・おばあちゃん
のところへ行ける空間になっていました。また、1 階の部屋は商店街を行き交う誰もが
中の様子がわかるようにガラス張りになっていました。
取材中、子どもたちとおじいちゃん・おばあちゃんは、こたろう農園の方の指導のも
と、二十日大根の種を植えたり、ピーマンや万願寺唐辛子の株をプランターに植えか
えの作業をしていました。子どもたちは、おじいちゃん・おばあちゃんと一緒にのびの
びと土いじりを楽しみ、とても和やかな雰囲気でした。今年の夏にはこたろう農園の
収穫に子どもたちとおじいちゃん・おばあちゃんと一緒に行けたらいいなと計画を立
てているそうです。また、庭でも菜園を計画され、おじいちゃん・おばあちゃんには「園
芸療法」を取り入れ、指の運動等による認知症予防に。とも考え、子どものためにお
やつを作るなど、人と人との繋がりを大切にしていく環境作りも考えておられました。

)
ハーバーランド祭りに登場
全てのママの応援を目的とした
子育て支援プロジェクト!!
ここに来て“楽しい”“キレイ”
“癒し”を体験しよう！
【体験・チャレンジブース】
ソフト粘土作り・アロマ虫よけスプレー
天然石まきまき作り など
【ビュティー＆癒し】
ボディージュエリー・ネイルアート
まつげエクステ など
【ハンドメイド販売】
アンティーク＆ガーデニング・木工雑貨
ステンドグラス
など

日時：8 月 5 日（日）
場所：ハーバーランド・はねっこ広場
イベントに関するお問い合せ先
・今藤 美穂：toratorappp@docomo.ne.jp
・西原亜希子：akiko.5.m@ezweb.ne.jp
★ママキラブログ★
【神戸】子育て応援プロジェクト
☆ママキラフェスタ
URL ： http://ameblo.jp/mama-kira-ma/

団体で開催される情報を
お寄せ下さい!!
「かけはし」または
「みんな e-net」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

代表理事の松井さんは、今の子どもは核家族化が進んだ為、しゃべらない、何処を
見ているのかが分からない子どもが多くなって来ているのを感じ、自分の子どもをし
ゃべらない、何処を見ているのか分からない子どもにしたくないという思いをこめ、こ
の「一般社団法人 家族・地域の絆会」を発足させたそうです。
取り組みのなかに、「人間力」を伸ばす。があります。この中にはいろんな意味が含
まれているそうです。その中でも、「人間が人間である理由はコミュニケーションが必
要である」とおっしゃっておられたことはすごく印象に残りました。また、子どもは親や
大人の背中を見て育つ。とは言われていますが、「家族・地域の絆会」はその言葉通り
実践されていました。私たち大人が向き合う環境によって、自己中心的な子どもは育
たなくなるのではないか。ともおしゃっておられました。
お問合せ：一般社団法人 家族・地域の絆会
TEL 078-231-6502/E-mile happy@house.mama
ＵＲＬ http://www.geocities.jp/kazoku_chiiki_no_kizuna_kai/

ご一報下さい♪
心よりお待ちしてます

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

