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                           「私たちが望むことは・・・・」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆめきゃんぱす代表理事　　阿部　知英子

　　　　　　　　　  今、「子どもの声が聞こえてきますか？」
　　　　　　　　　笑う声、泣く声、歌う声、ケンカする声、おしゃべりする声がが聞こえて
　　　　　　　　　こないという・・・・。
　　　　　　　　　少子化の社会を嘆いても始まりません。現実に「何をすれば？」「何が出来
　　　　　　　　　る？」子育てのお手伝いがしたいと始めたゆめきゃんぱすは５年を経過しま
　　　　　　　　　す。大勢の方の助けをかりて活動は軌道に乗り始めました。

 何処にいても子どもたちの声が聞こえ、誰もが子どもたちを熱く見守れる地域であって欲しい
と思いませんか？時代を担う子どもたちを育てることは、今の私たちの為でもあります。
子育てしやすい社会をつくることは容易なことではないかもしれません。でも、行動を起こさな
ければ進みません。自助、公助、共助の精神で一歩一歩前進のみです。

 社会は不況の渦中ですが「ゆめきゃんぱす市場」は商売繁盛！これからは地域の人から商売繁
盛のお手伝いをしてもらいたいと願っています。
ゆめきゃんぱすに携わっている人は今、熱く燃えていると自負しています。
今までに増して皆様のご支援ご協力をお願い申し上げます。
 

　真っ白なキャンパスに子どもの夢を描こう・・・・と願って元教員・保育士・育児サークルの
母親たちで平成１６年にスタートしました。
子ども達がすこやかに育つには親とまわりの人がどうかかわるかが大切で、子どもの夢をふくら
ませる基礎にもなります。

　ゆめきゃんぱすは、ファミリーサポートセンター・子育て広場・児童館・放課後児童クラブ・
リフレッシュのための預かり保育・出張保育やヘルパー派遣等をし安全に子どもたちを守り預か
るためにスタッフに救命救急講座を義務づけているところです。また、子育てサポーター養成講
座を開催しスタッフ及び地域の子育て力を高めることによって子どもの夢が育っていくのだと思
います。夢の第一歩としてプレママと０歳児親子のおしゃべりん場や、食の大切さを知るために
食育講座を開催しています。また、ホームページ・ゆめきゃんぱす通信等で情報発信をし、夢の
後押しをしていきたいと考えています。
　ゆめきゃんぱすの描く夢は

          車の両輪のごとく、協働で子育て支援を
　                                      入 村　明 妙高市長
　
                                　　　　 ゆめきゃんぱすの開設５周年おめでとうございます。
　                         　　　　　 　貴法人は子育て支援を目的に設立されて以降、子育てに悩
　　　　　　　　　　　 んだり、とまどう保護者に寄り添いながら共に歩んでこられ
　　　　　　　　　　　 ました。この５年間の歩みは険しく困難であり、決して平坦
　　　　　　　　　　　 で楽な道ではなかったと思いますが、それ以上に意義深く価
　　　　　　　　　　　 値のある道程だったのではないでしょうか。現在、少子化、
　　　　　　　　　　　 核家族化、地域との関わりの希薄化などにより、子育てに対
　　　　　　　　　　　 して不安や負担を抱えながら孤独な子育てを行っている母親
　　　　　　　　　　　 や家庭が多く見受けられます。このような状況のもと、市で
　　　　　　　　　　　 は平成18年度から、家庭や学校、職場、地域が一体となって
思いやりや感謝の気持ちを
大事にして、譲り合い助け合いながら、これまで受け継がれてきた豊かな心を次代に伝
え、広める活動として「妙高市民の心」の取り組みを進めています。
　人の子も我が子もかけがえのない地域の宝です。それら子ども達の健全な成長を促す
ために、そのような家庭に対して地域全体で手を差し伸べ、子ども達を育んでいかなく
てはなりません。
　行政と特定非営利活動法人とお互いの立場は異なりますが、子ども達に向ける気持ち
は同じであり、車の両輪のごとく、協働しながら子育て家庭への支援を進めていく必要
があると強く感じています。
　今後も次代を担う子ども達のために、これまで以上に積極的な取り組みを進めていた
だきたいと強く願っております。
　子ども達が輝くまちを共につくりましょう。

　 　　　　　「ゆめきゃんぱす」への更なる期待
                                  　　　　　　　　濁 川 明 男妙高市教育長

 　　　　　　　　　　 　今、子どもたちに「生きる力」を培うことの必要性が指摘
　　　　　　　　　　　されています。私はその中でも他者と関わる力、対人的関係
　　　　　　　　　　　力の育成が重要な課題と考えています。少子化、共稼ぎ、核
　　　　　　　　　　　家族化等で地域の結びつきが希薄となり、家庭の孤立化が進
　　　　　　　　　　　んでいます。そのため親の育児・子育ての不安が増大し、幼
　　　　　　　　　　　児・児童も狭い人間的関係の中で育まれています。「人は人
　　　　　　　　　　　の中で人になる」で、子どもは仲間遊びや活動を通して人と
　　　　　　　　　　　関わる楽しさを感受し、社会性や逞しさが培われていくもの
　　　　　　　　　　　です。当然、子どものことですから価値観がぶつかりトラブ
　　　　　　　　　　　ルも多く発生しますが、それも将来に生きる学びの場でもあ
                      ります。
　当法人「ゆめきゃんぱす」には放課後児童クラブをはじめ、ファミリーサポートセ
ンター、子育て広場、児童館等々の運営事業に勢力的に取り組んでいただいていま
す。これからも家庭環境が複雑化し育児支援の必要性が拡大していくだけに、孤立し
がちな保護者や子どもたちの心と心を繋ぎ、点から線、線から面へと紡いでその結び
つきを広げていっていただきたいと思います。



　　　　　　　　　子育て広場は私になくて
　　　　　　　　　はならない場所です。
　　　　　　　　　初めての出産・育児でか
　　　　　　　　　なり疲れていたのです
　　　　　　　　　が、いろいろな悩みをみ
　　　　　　　　　んなと話し合うことによ
　　　　　　　　　り心が解き放された気分
　　　　　　　　　になりました。
　　　　　　　　　また、利用しているお母
さん・お父さんも同世代とは限らないので何
か不思議な気分です。
  何かびっくり箱を開けた時のような　　の
気分。それは子どもも一緒です。
そして先生が手作りカルタや工作・手遊びな
どわくわくすることを毎日提供してくれて私
たちも楽しんでます。もちろん、ひなまつ
り・豆まき・七夕などではもっと盛り上げて
くれます。
  おかげで保育園に上がる前に親子でいい勉
強させてもらっています。そんな素敵な子育
て広場・・・今は上の二人の子どもは卒業し
て３人目は只今猛勉強中です。

定番のいちご体操では、わが子にカメラ
を向け、親子レースでは、ニコニコの表
情でゲームをしました

スタッフによる劇【３匹のこぶた】
おおかみの登場にびっくりしました

 
　
　
   放課後児童クラブを利用させていただいて

　　　　　　　　　　　　　　　　　家庭の諸事情で娘の放課後
　　　　　　　　 　　及び、月に3～4回土曜日の利
　　　　　　　　 　　用という具合で、我が家は、
　　　　　　　　 　　児童クラブのおかげで、ほん
　　　　　　　　 　　とうに助かっております。
　　　　　　　　　　　 平日の宿題の指導、自由遊び
　　　　　　　　 　　では、折り紙・毛糸を使って
　　　　　　　　　　 の指編み、また、四季折々の
　　　　　　　　　　 外遊びや催し物など、多種多様な
変化をつけて、子ども達を飽きさせない工夫をしていた
だいています。大勢のお子さん達がいれば、性格の違い
や、意見の違いなどで、応々にケンカになったり、言い
争いになったりする事も毎日のように起こったりしま
す。そんな時でも、双方の話を聞いて、仲裁に入ってく
ださったり、相談にのってくださったりと、キメ細かい
対応をもしてくださいます。
  我が家は、ひとりっ子なので、何かとわがままになり
がちなところを、クラブで他のお子さん達と過ごすこと
で、ずいぶんと成長させていただきました。
  四月から四年生になりますが、引き続きクラブの利用
を子ども共々熱望しております。
何卒これからもよろしくご指導をお願い申し上げます。

学校から帰ってきたら
　　まずは宿題

室内や戸外でお友達や
指導員と遊びます

ふれあい放課後児童クラブの様子

　
 
                                   乳幼児を預かるにあたって

　子育ても過ぎた今、ファミ・サポさんよりお電話をいただき子どもを預かってくださ
いますかとのこと。私には離れて住んでいる孫たちがいますが夫婦共働きで、たまたま
嫁の実家近くに住まいを置いて実家の世話になっています。これが実家の世話にならな
ければファミ・サポの様な制度の協力を得なければならない状況です。それを思うと少
しでも人様をささえる事ができればと常日頃思っていました。
　思いきって子どもを預かってみようと思いました。６ヶ月の男の子で、食事はまだミ
ルク、おむつ交換、寝返り、つたい歩き、少しのハイハイ、おしりでくるくる廻る動
き、おすわりしてオモチャと遊ぶことでご機嫌の良い時の笑顔の可愛らしさ。そのしぐ
さに自然にほおがゆるみなんともいえませんでした。
忘れかけていた子育ての事を少しずつボケかかっている私の頭を働かせてくれました。
時間は４～５時間でした。お迎えにきた時「ありがとうございました」と言われ、とて
もうれしく思いました。
ちょっぴり気疲れしましたが、リフレッシュのお手伝いもできたことに私もすがすがし
い気持ちになった時間でした。
　これから益々のファミリーサポートセンターのご繁栄をお祈り申し上げます。

 
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　子どもは１歳８ヶ月の男の子です。
　　　　　　　　　　 仕事柄、冬季のみの勤務となり保育園に入園させる気にはならず、仕事
　　　　　　　　　　 の時は会社の託児 に預けたりしています。
　　　　　　　　　　 しかし、託児も限りがあったりするのでどうしても会社的に都合が付かな
　　　　　　　　　　 い時などファミ・サポを利用させて頂いてます。
　　　　　　　　　　 私も主人も実家が遠く仕事時に「実家に頼む」事が出来ないので仕事と育
　　　　　　　　　　 児の両立に四苦八苦していますが、ファミ・サポのお陰で乗り越えてきて
　　　　　　　　　　 いると思っています。
　ファミ・サポに頼む日はどうしても朝早くに預けなきゃいけない時が多いのですが、朝７時前に
預けに行っても快く対応してくださり、親としても“早朝”というのは心配でしたが、ゆめきゃん
ぱすの方々やファミ・サポのまかせて会員さんの細かな気配りで心配から安心に変わりました。
　迎えに行った時なんかは「ママ、まぁまぁ上がって！」などと手招きしながら帰ろうともせず、
まかせて会員さんからも１日のスケジュール（食事、お昼寝、おやつ、おむつ等）をメモにして頂
けたので、帰宅後のおやつや就寝時間にもいつも通りのペースを崩さなくてとても助かりました。
まだ「お友達と遊ぶ」という楽しさが分からない時期みたいで、預ける日が続くと“甘え”が強く
なりますが親としてはそれも成長の一つだと思ってますので、嬉しく感じます。
　預けた先の方とも公私に渡りお付き合いさせて頂けたりと、地域の温かさを実感しています。

「子育て広場なら慣れているから安心です」保護者のニーズに合わせて短時間の時、
開設時間内であれば子育て広場にまかせて会員さんが来て預かることもできます

　広場で待ち合わせ

やさしいまかせて会員さんが
一緒に遊んでくれて安心

ママのお迎え！
楽しく遊んでいても
ママのお膝が一番だね

子育て広場内での預かりＯＫ



　利用年数は４年ほどになります。
散歩の途中に寄る程度でしたが今は、近所に
設置された事もあって行く楽しみになってい
ます。
　あやとりや編み物など親が忘れているいろ
んな遊びを教わっています。歳のだいぶ違う
子どもとゲームをしたり、絵をかいたり良い
刺激になります。作品作りは、周りの人と協
力し合う事や片付ける事など、親が見ていて
も自分がする、と言う“やる気”が少し身に
ついた気がします。季節が感じられる作品作
りが良いですね。後、作った作品を飾ってい
ただけるのは、また来る時の励みになります。
　一ヶ月に一回、様々な取り組みをしている
ので参加が楽しみです。活動の輪がもっと広
がると良いですね。

クリスマスにクレープを
作りました

           企業会員　エビスヤ薬局さん

 ゆめきゃんぱす５周年おめでとうござい
ます！私達ヱビスヤ薬局は、昨年から企業
応援団としてゆめきゃんぱすの活動を応援
させていただいてます。
　ヱビスヤ薬局で働く薬剤師も２児の父・
母として、日々子ども達と関わっています。
ゆめきゃんぱすの活動にもお世話になって
おり、身近に子ども達をおまかせできる場
所があるのは、親としても、とっても安心
できますね。何といっても、みなさんの笑
顔がたえません！
　地域で子どもたちを支えていくのは、と
ても大変なことかもしれませんが、ゆめき
ゃんぱすのみなさんの笑顔の下で育まれ、
子どもたちは元気に成長していってるのだ
と思います。
　ヱビスヤ薬局は、これからもゆめきゃん
ぱすを応援しながら、子ども達はもちろん！
子育て中のみなさんの元気も応援していき
ますよ～！

　　　　　　　負けん気！を見た

   　　　 くびき野NPOサポートセンター
　　　　　　　　　　　　専務理事　秋山　三枝子さん

　５周年おめでとうございます。
 早いものですね。あの頃私は「委託ありき
の官設NPO」に神経を尖らせていて、あちこちに
“いちゃもん”をつけ嫌われていました。
日本に本当の市民セクターを根付かせたい、ヒ
モ付きは良くない、との思いに囚われて
いました。
 その後、委託事業を多く受けているNPO法人
が、もがきながらも自主事業に力を注ぐ姿にふ
れ、「きっかけは行政が作ったとしても、関わ
る人の熱意があれば変わる」と気づきました。
　昨年秋の当センター１０周年事業で「ゆめ
きゃんぱす」さんに発表をお願いし、久しぶり
に現在の活動内容を聞き、その思いを再認識し
ました。「ずいぶん逞しくなったなー」と強い
印象を受けました。この５年間の経験による
“強さ”が光っていました。
 「すこやかに育って欲しい」と毎日こどもと向
き合う中でこそ磨かれたものだと思います。
「こども」をとりまく現場では、どんどん新た
な課題が出てきています。
これからも、この分野の先駆者として未来を指
し示して頂けることを心から願っています。

　
　妙高市市民活動支援センター
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　和田美乃さん

　ＮＰＯ法人を設立し、５周年を迎えら
れますこと心よりお祝い申し上げます。
スタッフ皆様の熱意と、子育てに奮闘す
るお父さんお母さんや子どもたちへの愛
情で築き上げた年月だと思います。一口
に５周年と言うのは簡単ですが、これま
でたくさんのご苦労があった事と思いま
す。複雑な社会の中で生きる今、子ども
たちの健やかな成長の場として思いをつ
なげ、これからもたくさんの方たちの出
会いの場であって欲しいと願います。
　地域に暮らす人を元気に、そして夢や
希望を語り合え、子ども達が豊かな時代
を過ごせる活動が広げられるよう、市民
活動支援センターも共に力を尽くして頑
張りたいと思います。今後益々のご発展
と、皆様のご活躍を心よりお祈り申しあ
げます。

　　　　　　　　　間違ったおはしの使い方

　■刺しばし・そしばし
　　食べ物におはしを突き刺すこと。つかみにくいものは半分に割ってから口に運ぶようにしましょう。
　■寄せばし
　　遠くにある器をおはしで引きよせること。器は手で持って動かしましょう。
　■迷いばし
　　どの料理を食べるか迷い、器の上ではし先を迷わせること。
　■探りばし
　　おはしで食べ物をよりわけたり、器の中をおはしでかき回して、自分の好きなものを探すこと。
　■さしばし
　　食べ物をはしでさしてとること。
　■ねぶりばし
　　はしをなめたり、食べ物がないのにくわえたりすること。
　■もぎばし
　　はしについた食べ物を口でもいで食べること。
　■涙ばし
　　汁気を垂らしながら口元まで料理を運ぶこと。
　■こみばし
　　沢山口にほおばりすぎて、はみだした物をはしで押し込むこと。
　■踊りばし
　　はしを振り回しながら食事をすること。
　■渡しばし
　　食事中、はしを器の上に渡しておくこと。
　■箸渡し
　　はしではさみあげた料理を、はしからはしへ受け渡すこと
　■握り箸
　　はしを握ったまま手で食器を持つこと

おはしの持ち方って難しいけれど、持ち方だけではなく
間違ったおはしの使い方はかっこ悪いね！

こんな事、気をつけようね。

       うさぎさんとねこさんの今どきの子育てご事情コーナー

　　　               子どもに伝えたい食事のマナー

　　　　　　　      　「いただきます」と「ごちそうさま」

　　　　　　　食卓の準備がととのったら、「いただきます」のあいさつで食べ始めます。「いただきます」と
　　　　　　　「ごちそうさま」食事のときのあいさつには、牛や豚、魚などほかの動物の命をいただく
　　　　ことへの感謝と、食物を精魂こめてつくってくれた人への感謝の気持ちがあらわされています。
　　　　なぜ「いただきます」や「ごちそうさま」を言うのか。食事のあいさつの意味を一度きちんとお話
　　　　して、その意味を理解したうえであいさつができるようになるといいですね。
　　　　「いただきます」に当る言葉は諸外国にはないと言われています。日本の素敵な言葉のひとつ
　　　　ですね。

　日本には、昔から伝わる和食の文化があります。和食のマナーと言うと難しいような気がします
が、ちょっと前まで家庭で当然のように言われていたことです。今は、出来なくても何も言われま
せんが出来ていたらかっこいいと思いませんか？もし、知らないでしていたら恥ずかしいし・・・・
今回のマナーのお話。頭の片隅に置いておくのも良いでしょう。

「いただきます」「ごちそうさま」ってどういう意味がある
の？



おはしの正しい持ち方の練習ってどうやってするの？

　
　

　　はしは、えんぴつの持ち方とおなじ。まず1本を持って、上下に動かす練習をしよう。
　　その形のまま、2本目のはしを、親指とひとさし指のあいだからさしこんで、薬指にのせるようにして
　　正しく持つ。　　　下のはしを動かさずに、上のはしだけ動かしてみよう。じょうずにできるかな？
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Yahooきっず食育HPより）

託児付
　講座

妙高で採れた野菜と矢代米を贅沢に使った、
お持ち帰りもできるお料理講座です

▼対象者：お料理に関心がある方
▼場所：　 ふれあい会館２Ｆ調理室　10：00～12：00
▼日時：  　6/18・7/16・8/20・9/17・10/15・11/19・12/17
▼参加費：7回全コース…5000円、1回のみ…1,000円

▼その他：託児あり（託児協力金200円）

身近なママ講師さんによる楽しい講座！
気軽にお互いの出来ることを教えあいましょう

▼場所：いきいきプラザ３F　ゆめきゃんぱす
▼日時：１回目　4月13日（月）　1：30～　ベビーマッサージ

▼参加費：１回目の参加費　500円
▼その他：講座の内容により託児あり（託児協力金200円）

今後の予定・・・アロマでルームスプレー・お弁当つくり・トールペイントなど

　
　　　　　　　　基本的な配膳

　■　ご飯は手前左、汁ものは手前右に置きます
　■　真ん中に、つけもの
　■　奥左が煮物、奥の右が刺身など
　■　焼きものがある時は最も向こうに置きます
　
　基本的にごはんが左・汁物は右に置きますが個人的には、食べにくくて食事が
  楽しくないようでしたら食べやすいように置き方を変えることもOKだと思います。
　「味噌汁を左、ご飯を右」にするのは仏様とも言われています。

ご飯やお汁の置き方って決まっているの？ 　私たちは｢ゆめきゃんぱす｣を応援しています

　　「心の通う介護」を
　　「カタチ」にしています

妙高市柳井田町4丁目12番14号
TEL　FAX　0255-70-5566

ゆめきゃんぱすを応援します！！

新光電気工業株式会社
http://www.shinko.co.jp/j_index.htm

　　子育てサークル
 　　　　　　 詳しくはＨＰで

http://blog.goo.ne.jp/pitagoramam
a

　　　　　　　二葉楽器

新井センター　　　　　妙高市石塚町１-１５-５
　　　　　　　　　　TEL.0255-72-6788 / 0120-345-218
妙高駅前センター　妙高市田口３０２-１スーパーたちばな３Ｆ
　　　　　　　　　　TEL.0255-86-4614 / 0120-345-218
関山教室　　　　　　　妙高市関山１５２３-８
　　　　　　　　　　TEL.0255-22-4508 / 0120-345-218

　

妙高市こども教育課
妙高市幼稚園保育園

職員有志

  元気！応援隊

　　　　　　　エビスヤ薬局
　いきいきプラザから郵便局へ向かって徒歩５分
　　妙高市上町7-4　営業時間　９時～１９時

　　　NPO法人　リトミック研究センター　《さちこ音楽教
室》

上越地域のレッスンや体験レッスンは下記にご連絡ください。
　　　電話　090-4734-1559

賛助会員募集
企業会員様(１口/10,000円／年）は、
ゆめきゃんぱす通信・HPに広告を載

せさていただきます。
子育て広場などでのDMの配布など

協力させていただきます。
詳しいお問い合わせは
事務局まで！！

ゆめきゃんぱす事務局
　

（子ども家庭支援センター内）
　　　　　　　　　　　　〒944-0045

　　　　　　　　新潟県妙高市中町4-16
　　　　　　　　　　　いきいきプラザ３F

TEL　０２５５‐７０‐６５１１
FAX　０２５５‐７０‐６５１８

ｙｕｍｅ2004＠ｖａｌｌｅｙ．ｎｅ．ｊｐ
　http://yumecan.com


