
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

独立行政法人福祉医療機構  

２０１９年度社会福祉振興助成事業 

子ども・子育てトータルサポート事業(2年次) 

 

報  告  書 



- 1 - 

 

  



- 2 - 

 

目次 

 

１、こどもステーションのこれまでの取り組み                              

２．本事業における社会的背景と事業趣旨                               

３．これまでの活動から見えてきた課題とその解決に向けた取り組み          

4．事業の実施状況 

 １）子育てひろばにおける気軽に相談できる仕組みづくり                 

  ２）ハイリスク家庭の保育サポート体制の構築                          

３）ひとり親家庭のための居場所づくり                                

  ４）不登校の子どもの居場所づくり                                   

５．利用者のアンケート                                               

６．実施者の振り返り                                                

７．他機関と連携しての成果と課題                                     

８．取り組みの成果と課題                                             

 

≪資料≫  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

3 

4 

 

4 

6 

9 

12 

13 

23 

27 

28 

 

30 



- 3 - 

 

１．こどもステーションのこれまでの取り組み 

 

特定非営利活動法人こどもステーションは、今から 18年前、小さな子どもを子育て中の親同士が

公民館で集まって「親と子のいこいのスペース」を開いて運営してきたことに端を発しています。子育

て中の親がいつでも安心して過ごしホッとできる場があることの必要性を訴えながら、常設スペース

を NPOの力で開設しようと取り組んできました。 

当時厚生労働省は、「地域子育て支援拠点」を中学校区に 1つの設置を目標に掲げ、行政に働

きかけていました。私たちもその 1つとして福山市から委託認可されることを求めて、「子育てひろ

ば・もこルーム」を自主事業で運営しているところです。 

以後、社会情勢やひろば利用者の声を背景に、「子どもの一時預かり」、企業などの依頼を受けて

「イベント託児」や「子どもお仕事体験」、当事者同士が語り合う「不登校の親の会」、「しんぐるまざ

ぁずカフェ」を開いてきました。またその間にも、DV被害者支援の視点で「面会交流援助の第 3者

機関」としての活動をスタートしています。活動を通じて繋がってきたひとり親家庭のエンパワメントを

目指し、「子ども食堂」や「フードドライブ活動」、遠方への物資を届ける「もこちゃんパック」にも取り

組んでまいりました。 

2018年度は、平成３０年度WAM助成により、それまでの活動をさらに充実させ、行政や他団体

との連携を深めながら、「相談活動」「同行支援や保育サポート」に取り組んできました。また、諸々の

活動をサポートするための「アドボケーター養成講座」、不登校の子どものための居場所づくり「もこ

もこスクール」にも着手してまいりました。 

 

 

 

２．本事業における社会的背景と事業趣旨 

 

これまでの活動により、子育てが困難になる背景には、養育者や配偶者からの抑圧・虐待、子ども

の発達の違いによる育てにくさ、親自身が子ども時代に受けてきた抑圧やいじめ、経済的な援助の不

足、またはそれらに由来する心理的影響があると感じています。 

そこで、子育て中の親が様々なストレス要因や影響から自由になりエンパワメントすることを目的

に、子育てひろばでの気軽な相談、子育ての困難さやニーズの把握、保育サポート・同行支援・居場

所づくり・専門相談・ケアを行うことで、「誰一人見捨てない！」をモットーに、地域社会の力で子どもと

子育てをサポートしたいと考え、本事業「子ども子育てトータルサポート」の活動を行ってまいりまし

た。 
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３．これまでの活動から見えてきた課題とその解決に向けた取り組み 

 

子育てに困難を抱えていても、相談につながることは希少です。そのため、気軽な子育てひろばで

子育て家庭のニーズを把握し相談や支援につなげることは重要です。また、「他の家庭に迷惑をかけ

たくない」という理由で、利用者の少な目な午後からのひろばを利用する家庭が増えています。その

ため、これまで午前中だけに配置していた保育サポーター・もこママ(ひろばスタッフ)を 10:00～

16:00のひろば開設時間に合わせて週に一度だけ(月曜日)配置することにしました。 

 

子育てに困難を抱えている家庭では、3歳未満の子どもについて有料の一時預かりや保育を依頼

することが困難のように思えます。それは、配偶者からの抑圧や「子育てできない母親」のイメージに

よるプレッシャー、経済的負担がそれを支えています。2019年度はハイリスク家庭の保育サポートを

拡大し、相談時の保育サポートや、同行支援・生活援助を行い、相談専門員・機関につなげました。 

 

ひとり親家庭(シングルマザー)のための語り合いの場や相談、物資提供、子ども食堂を行うにあた

り、子どもたちの成長支援に配慮した保育サポーター(託児者)の存在が欠かせません。当事者が安

心して語り、語り合うために、託児者を配置し、託児者もポストミーティングに参加してもらい、ひとり親

家庭に育つ子どもの成長支援を充実させるました。 

 

DV被害者支援に関わる中で、子どもの不登校に関する問題を多く見聞きしてきました。DVによる

影響でもあるため、子どもへの支援を欠かすことはできません。しかし、登校することへの支援だけが

子ども支援ではないと考えます。DV被害家庭に限らず、学校で傷ついた子どもが学校に行きにくく

なっている状況もあります。子どもが学校に行かないことで、親が就労に従事しにくくなるという更な

る困難にもつながっています。 

不登校の親の会を継続し、子どもが育つ家庭を支援すること、ときには子どもも家庭以外の居場

所を持つことで、親も子も心が開放される手助けをすること。また、家庭と学校をつなぐ橋渡しの役割

を果たすよう取り組んでみました。 

 

 

 

4．事業の実施状況 

 

１）子育てひろばにおける気軽に相談できる仕組みづくり 

      

子育てひろばは、保育サポーターが利用者全体にエンパワメントなアプローチをすることで、誰もが

ホッとでき、安心して楽しく過ごせる場になっています。こどもステーションでは、その保育サポーターを

「もこママ」と称していて利用者や子どもたちから とても愛される存在になっています。 
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2019年度は、週に 1回だけですが午後にも保育サポーターを配置

することにしました。また、保育サポーターの研鑽に力を入れました。 

2018年度の頃から、午後の利用者が増えてきたため、ニーズを把

握したところ、「他のママたちとあまり関わりたくない」「子どもが他の子

に迷惑をかけるので利用者の参加が少ない時間帯に来たい」「子ども

の生活リズムが作れず、出かける時間が午後になってしまう」という思

いがあることが分かりました。午後からも保育サポーターを配置してい

る日は、とても好評でした。「もこルームに来ると子どもがよく遊ぶし、自

分もくつろげるからすごく嬉しい」という声が度々聞こえていました。 

保育サポーターの研修「もこママ研修」では、アドバイザーを招いて

の研修を４回、そのうち、面会交流の振り返りのため、行政や連携団体を招いての研修会を 2回実施

しました。毎月のスタッフ研修に増して、アドバイザーと紡いだ言葉が、保育サポーターをエンパワメン

トすることにつながりました。 

   

 ≪実績数値≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子育てひろば開設日数 229日  

午後の子育てひろばにスタッフを配置した日数 45日  

※子育てひろば 総利用者数 大人 1364人 子ども 1492人 計 2856人 

保育サポーター「もこママ研修」スタッフ研修 12回 参加者 135人 

アドバイザーを招いてのケース会議  2回 延べ参加者数 20人 

面会交流スタッフのためのケース会議 8回 延べ参加者数 54人 

面会交流のための行政・関連団体との合同研修会 ２回 延べ参加者数 23人 

 

18 19 20
22

18 19
21

19
17 17 18

21

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

もこルーム開設日数と利用者数

172
247 233

317
278 282

234 224
158

284
228 202
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２）ハイリスク家庭の保育サポート体制の構築 

 

“誰かに我が子を預けて自分のやりたいことをするのは悪

いことじゃない！” 

“困っていることを「困っている」と言っていいんだよ 

“「助けて！」って言っていいんだよ” 

“ママがもっと自由に！ ママがもっと幸せに！” 

子どもたちが、安心して幸せに生きていくために、そのことを重大事項として掲げて、取り組んできまし

た。 

しかし、いざ“預けてみよう”と思っても、保育所などの一時預かりは満杯状態で、依頼しにくい状態

となっていました。そこで、こどもステーションでは、「子育てひろばでの託児」を積極的に呼びかけ、ひ

ろば利用者にも見える形で、「一時預かり」を実施しました。子どもたちが託児者と遊んでいる姿を見

せること、「泣いていいんだよ」と関わっている姿を見てもらう託児を行うことで、「私も預けてみようか

な」と思ってもらえるようになってきたと思います。 

また、DVなどで別居してすぐのまだ保育所に入所できていない子どもたちの託児や、シングルマ

ザーや DV被害者に参加してもらいたい企画開催時には、無料で託児を実施しました。 

また、行政への相談時に託児が行われていないことに着目し、行政と連携して依頼を受ける形を作

り、相談者が安心して相談を受けることができる体制を作りました。 

もこルームでも、子育て相談や面会交流相談、その他離婚や別居の手続きなどの際の同行支援や

生活援助にも取り組み、発達専門相談につなぐ同行支援も行いました。 

 

≪託児実績数値≫  全 90回 ※利用者 199人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内容 利用者数 子ども 

もこルームでの一時預かり 72人  76人  

相談時の預かり 29人  37人  

   ※もこルームでの相談時の託児 21人 29人 

   ※相談機関での託児 8人 8人 

しんぐるまざぁずカフェの託児 72人  102人  

しんぐるまざぁずフェスタの託児 19人  28人  

講座時の託児 7人  13人  
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21

10
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20
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4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

託児を依頼した保護者数年間推移
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≪相談実績数値≫  全 297件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪心のケア講座開催テーマと参加者数実績≫  全 9回 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 21 22 23
19

26

16 18 16

25

57

31

相談 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月

相談を受けた回数年間推移

内容  

もこルーム開設での相談 21人 

しんママカフェでの相談 67件 

フードドライブでの相談 24件 

その他で受けた相談 71件 

子どもからの相談 7件   

電話での相談 60件   

生活援助・同行支援・緊急対応 13件   

専門機関との連携 28件   

連携会議 6件   

 

相談種別

もこルーム開設での相談

しんママカフェでの相談

フードドライブでの相談

その他で受けた相談

子どもからの相談

電話での相談

生活援助・同行支援・緊急対応

専門機関との連携

連携会議

月 日 内容 参加者数 託児 

５ 20 DV/トラウマを理解する 1  

６ 17 精神的暴力・モラルハラスメント 3  

８ 19 身体的暴力・性暴力 0  

10 21 B さん(加害者とは) 0  

11 18 人との関係 ～コミュニケーション～ 1  

12 16 人との関係 ～境界線～ 2  

１ 20 人との関係 ～パートナーシップ～ 3  

２ 17 育った環境・子どもへの暴力の影響 3  

３ 16 喪失とグリーフ(深い悲しみ) 3 2 
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≪相談内容・対応と方法 割合実績数≫  

  

25

37

21

36

9
35

2

70

19

8

7 33

相談内容の種類 1 子育て・出産その後に関する相談

2 子どもの発育・学習に関する相談

3 家族との関係に関する相談

4 経済的な相談/食料調達に関する相談

5 就労や職場に関する相談

6 心身の不調、過去に受けた心の傷に関する相談

7 性暴力、子どもの性に関する相談

8 離婚・別居等に関する相談

9 ひとり親としての困り感

10 子どもの不登校・ひきこもりに関する相談

11 子どもからの相談

12 その他の相談

157

53

19

32

5 36

対応方法

イ傾聴・助言

ロ情報提供

ハ他機関との連携

二緊急対応・同行

ホ生活援助

へその他

42

63

14

60

23

18

82

相談場所

Ｍもこルーム

Ｈハートラボ

Ｃ相談室

Ｄ電話

Ｒリサイクルコーナー

Ｐ面会交流

Ｔその他
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３）ひとり親家庭のための居場所づくり 

 

ひとり親家庭の親子が社会から孤立せずに、仲間と繋がりあい、情報を

得る場「しんぐるまざぁずカフェ」を開催しました。毎回アドバイザー2名と、

託児者を配置して、ママたちが安心して語り合える場をつくりました。  

また、「食」によってシングル家庭の親子をつなぐ「子ども食堂 もこちゃ

ん」やしんぐるまざぁずカフェの託児の合間に取り入れた「子どもクッキン

グ」などを通じて、親子のコミュニケーションを諮りながら、生活体験の場を

作りました。 

「おてらおやつクラブ」や、「フードバンク福山」、また地域の方々のご協力

により集まった食材や日用品を「フードドライブ」活動に活かしました。リサイクルコーナーでは、みん

なの前では話せなかった困りごとを話してもらえる時間にもなりました。遠方に住んでいる方に向け

て、こちらから「もこちゃんパック」として、食材や日用品のパッケージをお届けしました。 

ひとり親家庭支援コーディネータ―、子ども食堂コーディネーターとしんぐるまざーずカフェアドバイ

ザー２名が毎月集まり、居場所の改善を諮りながら、シングルマザーの声を集めて、全国のシングル

マザーサポート団体と繋がり、国政へ働きかけました。 

また、福山市内で子育てや子育ちに関する団体と繋がりあい、福山市政に対しても提言やアプロ

ーチを行ってきました。 

 

≪しんぐるまざぁずカフェ・子ども食堂 もこちゃん・フードドライブ 実績数値≫   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０１９年度 しんぐるまざぁず 

カフェ 

子ども食堂 

もこちゃん 

★子ども企画 

☆しんママ企画 

フード 

ドライブ 

月 日 参加者 託児 保護者 子ども  

４ 13 8 10 12 17 ★いちご大福を作ろう 13 

５ １１ 7 11 10 13 ★母の日のブーケ 10 

６ 8 9 9 8 10 ★☆せーの！健康教育 6 

７ 13 7 9 10 12 ☆家族のカタチ 8 

９ 14 8 11 10 13 ★お月見団子を作ろう 10 

10 19 4 5 8 12 ★ハロウィーンパーティ 9 

１１ 16 11 神石高原 19 ★☆きのこの森でバーベキュー 9 

１２ 14 10 16 13 20 ★☆クリスマスケーキを作ろう 10 

１ 11 11 14 15 20 ★胡麻をすってみよう 15 

２ 8 20 かんなべ市民 28 ★☆しんぐるまざぁずフェスタ 23 

３ 14 6 11 8 16 （お餅つき 中止） 8 
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≪子ども食堂 もこちゃん メニュー≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪フードドライブ活動(上記含む)・もこちゃんパック 実績数値≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪2019年度 しんぐるまざぁずカフェでシェアした主な内容≫ 

月 フードドライブ もこちゃんパック ご寄付者数 

４ 20 1 19 

５ 13 5 23 

６ 16 0 18 

７ 10 1 16 

８ 1 0 17 

９ 13 2 12 

10 13 0 17 

１１ 9 1 10 

１２ 10 1 8 

１ 15 2 24 

２ 23 2 18 

３ 9 24 6 

 152 39 188 

  ※(お詫び) 掲載している数値は、記録に残っていた件数です。 

。 

4月 5月 6月 7月 

筍ごはん 

こごみのお吸い物 

筑前煮 

蕗と油揚げの当座煮 

わらびのお浸し 

菜の花とクレソンの胡麻和え 

新じゃがのサラダ 

いちご大福 

ごはん 

野菜のお汁 

鯵の南蛮漬け 

筍と厚揚げの煮物 

野菜サラダ 

きゅうりの浅漬け 

ごはん 

野菜の重ね汁 

チキンカツのタルタルソース 

数の子と枝豆合わせ 

旬の野菜の酢の物 

五目煮物 

きゅうり・りんごの香の物 

ごはん 

手羽元のから揚げ野菜あん 

茄子と豚肉のみそ炒め 

真鰯の梅甘露煮 

夏野菜のそぼろかけサラダ 

オクラ・山芋・納豆の 

ネバネバ合わせ 

きゅうりの浅漬け 

 8月 9月 10月 11月 

 ≪お休み≫ ごはん 

冬瓜のお吸い物 

豚ヒレカツ丼 

白茄子と豚ひき肉の煮浸し 

野菜とむね肉の 

ごまだれ・ポン酢サラダ 

きゅうりの浅漬け 

だんご 

新米ご飯 

お吸い物 

うずら卵の炊き合わせ 

筍きんぴら 

大根の葉ときゅうりの漬物 

キスのから揚げ 

＆野菜あんかけ 

うずら卵のひき肉巻き揚げ 

≪バーベキュー≫ 

12月 1月 2月 3月 

ごはん 

白菜のクリーム煮 

鶏足の照り煮 

山芋と野菜の炒め物 

マッシュポテトの 

ツリーカナッペ 

人参のグラッセ 

かぶときゅうりの漬物 

デコレーションケーキ 

巻き寿司 

卵豆腐のお吸い物 

大根と牛筋の煮込み 

温野菜サラダ 

かぶの漬物 

≪しんぐるまざぁずフェスタ≫ 

ごはん 

豆腐のお汁 

煮込みハンバーグ 

野菜のナムル風お浸し 

大根と椎茸の煮物 

≪お餅つきは中止≫ 

おむすび 

餅入り豚汁 

 



- 11 - 

 

・部活や受験、進学のお金の心配や就学援助、奨学金など学費について 

・婚姻費用分担、離婚調停の体験や課題について 

・面会交流の体験や課題について 

・保育園や学童保育の保育時間について 

・非正規雇用、Wワークなど、雇用の不安定さ、 

正社員の転勤条件など働き方について 

  ・児童扶養手当の現況報告について 

  ・実親や兄弟との関係やトラブルについて 

  ・奨学金や住宅の保証人について 

  ・保護者のグループラインやママ友との交流について 

  ・子育ての悩み、思春期の子への対応など 

  ・離婚したことや父親の事をこどもにどう伝えるか    

 

≪シングルマザーサポート団体全国協議会≫ 

 2019年 

7月 7日 キックオフ・ミーティング≪設立集会≫                         3名参加 

11月 5日 《院内集会》「ひとり親世帯の子どもたちはなぜ貧困なのか？」 ２名参加 

※この他、ZOOM 会議によって、毎月サポート団体が集まり、各団体や地 域の情

報共有を行い、課題の洗い出しや解決に向けた取り組みを行っています。 

 

≪福山市子ども子育てサポート会議≫ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年  

7月 31日 
第 1回設立準備会発足 ＠NPO法人こどもステーション 

福山市内で活動する「子ども」「子育て」に関連する団体への呼びかけ開始 

8月 27日 
第 2回設立準備会  ＠まちサポ 

設立趣旨説明と確認、参加団体から見えてきた現状と課題を出し合う 

9月 27日 
第 1回サポート会議 ＠まちサポ 

7団体が結集 会議の規約の再確認と今後のスケジュールの確認 

10月 25日 
第 2回サポート会議 ＠福山市議会棟 3階第 1会議室 

サポート会議の 5団体から、出席いただいた 10人の議員さんへ提言 

11月 19日 
第 3回サポート会議 ＠まちサポ 

福山市母子生活支援施設の現状について 

12月 19日 
第 4回サポート会議 ＠まちサポ 

福山市議会議員選挙に向けた各団体からの質問や方法の整理(公開質問状準備) 
2020年  

1月 10日 
第 5回サポート会議 ＠まちサポ 

公開質問書作成 

2月 28日 
第 6回サポート会議 ＠まちサポ 

質問書回答の公開方法について 

3月 19日 記者発表 

4月 9日   
第 7回サポート会議 ＠NPO法人こどもステーション＆ZOOM会議 

   新型コロナウィルスによる影響の情報交換、公開質問状の効果について 
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４）不登校の子どもの居場所づくり 

     

 社会一般では、我が子が不登校になると、自分自身や我が子を

否定し、何とか学校へ通えるように努力を重ね、子どもを叱咤激

励しながら一喜一憂し、親も子も疲弊している現実が多いように

見受けられます。 

こどもステーションが願っているのは、「ありのままを認め合える」「弱さをさらけ出して“逃げる”こ

とを許される」そんな関係性の中で、それぞれが家庭の中で暮らしていくことです。 

そんな中、不登校やひきこもりの子を持つ親同士が語り合うことで、それぞれが問題の本質を探り

出し、自分も我が子も“これでいいんだ”と思える場づくりを行ってきました。 

また、子ども自身も自分を否定していることがとても多いため、“自分だけじゃなかったんだ”“自分

の生き方はこれでいいんだ”と思えるような子どもの居場所づくりにも取り組んできました。 

毎年開催している「子どもの人権講演会」は、「不登校」をテーマに、全国で活躍する「北村年子さ

ん」をお招きして開催しました。すべての人に通じる講演会となりました。 

「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律」通称：教育

機会確保法が公布されて 3年が経過する中、福山市内すべての学校に、活動をお知らせしました。

「もこもこスクール くうまなぶあそぶ」や「フリースペースはらっぱ」に参加する生徒の学校から、「出

席扱いにしたいので、参加した日にちを教えてほしい」という要望もありました。 

 

≪不登校の居場所づくり 実績 参加者数値≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
月 
  

不登校の 
親の会 

もこもこスクール 
くうまなぶあそぶ 

 フリースペース 
「はらっぱ」 

 子どもの人権講演会 
～北村年子さん～ 

日 人数 日 人数 日 人数 日 人数 

4 19 7 23 1         

5 17 3 
21 1 7  1     

28 1         

6 21 9 25 1 4 1(1)     

7 

 

12 

  

 

4 

  

 

23  

  

 

16  

  

2 1(1)     

9 1(1)     

16 1(1)     

8 23 5 20 15         

9 20 7 24 1     16 42(11） 

10 18 5 29 1         

11 22 6 26 ４（４）         

12 13 4 17 ２（１） 9 1(1)     

1 17 5 28 ５（５）         

2 14 8(1) 25 ３（１）         

3 27 5             

  
68  

★当事者１ 
51  

☆保護者１１ 
６  

☆保護者５ 
４２ 

★託児１１ 
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≪不登校新聞の購入と購読  実施≫ 

 不登校新聞 2019年６月１５日(５０８号)から定期購読中 

 

≪不登校の親の会で話した主なテーマ≫ 

 ※親の会では、毎月テーマを決めて取り組んではいません

が、参加者の話したいことを集めて振り返ると、その会ご

とにテーマがあったように思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．利用者のアンケート 

 

≪子育てひろば 利用者≫ 

☆未就園児の子どもにとって、お友達と遊べる機会って

なかなか無かったのですが、もこルームの存在を知っ

てからは、お友達との関わり方をいろいろ見せられて

子どもにとってすごくタメになっていると思います。 

☆ママ友があんまり居なかった私にたくさんママ友が出来て嬉しいです。 

些細なことで笑いあったり、幼稚園の情報交換や、子どもに関する悩み事などを話したり…。子ども

と 24時間一緒で少しモヤモヤしている時もみんなと話していると気持ちが晴れてまた頑張ろうっ

て思えます。 

☆もこママさんたちのことも好きなので、もこルームに行けば誰かに会えて楽しい時間が過ごせるだろ

うなと思いながらいつも利用させてもらっています。近くにこのような施設があり、本当にありがたい

です！ 

☆どんなことも温かく受けとめてくださり、見守ってくださります。 

☆どのスタッフの方からも、いつでも何でも言ってねという相談しやすい雰囲気を感じます。 

4月 子どもの不登校は親が成長するチャンス 

5月 不登校と就労問題／ユーチューバゆたぼん 

6月 承認欲求を共有する事 

7月 無条件の愛／自分研究 

8月 お盆の親戚の集まり 

9月 魚釣りを極めてホテルのシェフになった 

10月   自閉症スペクトラムとは 

11月   通信教育 

12月   修学旅行 

1月 美術館めぐり／陶芸 

2月 当事者の話を聴く・当事者に聞いてもらう親の思い 

3月 ADHDの薬／自然の中の学校 
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☆行くと、たくさんのお友達やスタッフの方やお友達のママたちと触れ合え、子どもが元気になります！

私もです。 

☆家に子どもと２人でずっと居ると疲れるので、自分の気分転換になっています。 

☆親にも子にも、とてもやさしい施設だと思います。 

☆お話を聴いてもらったり、子どもも楽しんで遊んでいます。とても助かっています。 

☆おもちゃがたくさんあって子どもの遊びが広がります。友人にも薦めたいです。 

☆もっと利用したいけれど、人が多いと疲れるのでいつも迷っています。 

☆利用の仕方がもっとよくわかるようにＨＰがもっと見やすくなるといいですね。 

☆話をする相手ができ、ストレス解消になりました。また、子どもが自分で遊んでくれる時間ができ、負

担が軽くなりました。お茶が美味しかったです。 

☆子どもがわがままを言って困っていた時に「育児大変じゃない？」「困っていることある？」と声をか

けていただけ、嬉しかったです。なかなか自分からは悩みを話せない方もいると思うので、声をかけ

ていただくだけで気持ちが楽になると思います。私はとても楽になりました。 

☆女性や子どもが、安心して居れる場所、相談できる場所として、これからもありつづけてください。多

くの人が必要としています。 

 

≪もこルームでのエピソード≫ 

☆誕生日のお祝いで、スタッフの方とお母さんたちが、涙で誕生の喜びなどを語っていらしたことがと

ても印象的です。 

☆我が子が 1歳半～2歳の頃、人見知りがとても激しく、子育て支援の施設やイベントに参加して

も、嫌がって大声で泣いて部屋に入れず、ドアの外で抱っこして過ごすということが多々ありました。

家でずっと過ごすのは行き詰りそうになるし、外に出ようと思って子どもの集まりに行こうとすると泣

いて嫌がる。帰り道で私は涙があふれることもありました。今では不思議なくらい苦しかった時期で

した。その繰り返しに疲れてしまい、子育て支援に行くのをやめ、ショッピングセンターでひたすらベ

ビーカーを押して歩いて、子どもが眠くなるのを待っていました。実家は遠いため、なかなか相談も

できず孤独を感じる日々でした。 

   そんなある日、ふと「もこルームに行ってみよう」と思い、イベントじゃない普通の時間に行ってみた

のを覚えています。スタッフの方に話を聴いていただき、他では感じられなかった“ホッとする”安心

感と嬉しさがあったのをすごく覚えています。感謝しています。 

 

≪専門機関相談 利用者≫ 

☆子どもの性格や育て方について悩んでいたこと、疑問に感じていたことを相談し、先生から的確な

アドバイスや子どもの特性を教えてもらうことができ、とてもよかったと思っています。相談させてい

ただいて以降、子どもに対して怒ることが減り、冷静に対応できるようになりました。 

☆子どものこと、家族のことを色々なところで相談してきましたが、一番心に響いた感じがしました。私

の話もしっかり聞いてくれ、今の状況からのアドバイス、これから必要とすること・・・わかりやすく教

えていただきました。自分の安心感を得ることができました。 
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≪アドバイザーを招いてのケース会議 

(面会交流合同研修・もこママ含む)≫ 

☆振り返り研修の中で消化しきれていないことや迷ったりすることを一

つずつ解説してもらえました。アンガーマネジメントなど、実践しようと

思います。 

☆自分たちでは気づけない部分に気づかせてもらいました。事例検討、

ひとつひとつ背景を丁寧に見ていただきながら話してくださったこと

は、とても有り難かったです。 

☆面会交流事業について、当事者・子どもたちとの関りが、多面的・継続的にできることや、共感的な

関りで子どもたちのエンパワメントにつながっていることが体感できました。 

☆ケースごとに、流れや変化について共有できるので、タイム

リーな対応が可能になるのは意義あることですね。心が癒さ

れる空気感があり、研修の場に必要だと感じました。学んで

帰りたいです。 

☆一つの団体の中だけでの偏った考えではなかったのだと

実感できました。私たちの活動は間違っていなかったと後押

しされた気持ちになれました。当事者に寄り添うことの大切さ

をさらに深く考えることができました。 

☆一人ひとりの気持ちや考えをしっかり聴きとってもらえました。なんでも率直に話せ、安心できる雰

囲気でした。 

☆報告をもう少しまとめて話すことができるとより多くのケースの話ができるような気がします。時間

内に終わらせることも重要ではないかと思います。 

☆報告が長く、質疑応答の時間が短かったのは残念でしたが、子ども支援の日常活動が面会交流

の関りにしっかりつながっていることを確認しました。 

 

≪保育サポーターもこママ研修≫ 

☆毎月、研修を通じて、自分の気持ちを整理することができています。不安に感じていることを共有す

ることで楽になり、前向きな気持ちになれています。 

☆自分の気持ちを話すことや人前で発信することが苦手ですが、研修を重ねることで少し慣れてきま

した。程よい緊張感があり自分の成長につながっていると思います。 

☆いろいろなケースをみんなで共有することはとても大切で必要なことと思います。これからも一人で

悩まず皆で意見を出し合い方向性を決めていきたいです。 

☆ひとり親支援のしんママカフェ、もこちゃん食堂、フードドライブの話が共有できたことは大変ありが

たかったです。それ以外の活動のメンバーにも知ってもらうことができました。 

☆思いや行動がスタッフ同士で違うことがあっても、安心できる場で意見をお互いに出し合い、なぜ

そう思ったかということを一緒に話し合えることで、自分の気づかなかった気持ちや、自分自身が

経験してきた背景などが見えることがある。そういう醍醐味が面白いです。 

☆毎月たくさんのスタッフが研修に参加してくれ、もこルーム・子ども食堂・面会交流という一つ一つ

の柱で関り(交わり)合えないときが多いが、研修という場で一つになれているように感じることが
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できることがとても嬉しく居心地がいい。 

≪レジリエンス心のケア講座 参加者≫ 

☆私の知りたいと思っているあいまいなことにきちんと名前をつけてもらえました。力をもらえていま

す。 

☆子どもを見る視点のヒントが満載でした。もっと学びたいです。 

☆感情の乱れが起こってしまった時に「ゆがみのレンズ」というキーポイントを思い出し、レンズの種類

を当てはめる作業をする時間を持てば、感情にクッションを置けるかもしれないと感じました。意識

していくことで、自分を楽にしながら変わっていけるかもしれません。 

 

≪ひとり親家庭のための居場所 利用者≫ 

☆もこルームがないと、今どうなっていたかなと思います。たくさん助けてもらいました。無いと困る場

所なので、これから出会う方のためにも、続いてくだることを願っています。 

☆しんママ同士の交流や情報交換はとても為になっています。子どもたちも仲良くなって、毎回楽しみ

にしている様子です。 

☆季節のイベントなど、普段は家庭であまりしてやれていないので、ここでしてくださるのはとても有り

難いです。フードドライブにはとても助けられています。 

☆私にとってしんぐるまざぁずカフェは、月に一度ホッとできる場所で、毎回楽しみにしています。いろ

んな意見や情報を聞くことができてとても勉強になります。また、私自身の近況や思いを皆さんに

伝える場になっているので、次のカフェまでの一か月を頑張ることができています。 

☆子ども食堂もいつもお世話になっています。子どもたちも毎回楽しみにしていて満腹で帰宅してい

ます。 

☆フードドライブは、いつもいろんな食材をいただき、経済的にとても助かっています。 

☆しんぐるまざぁずフェスタでは、日ごろ行くことができないからだほぐしや占いなど体験することがで

き、感謝の気持ちでいっぱいです。 

☆バーベキューなど、私一人ではなかなか子どもたちに体験させてやれないことをかなえていただき

感謝しています。 

☆レジリエンス講座に参加できて、前向きになることができました。しんマ

マのための支援はずっと続いてほしい。利用させてもらいたいです。ひ

とり親家庭から出た意見を社会に届けていってほしいです。 

☆私たち親子にとって、もこルームは、仕事(子どもは学校)、家庭とは別

の、第 3の居場所だと思っています。いつも支えてもらっています。10

年後も、20年後も、もこルームで今の活動をされていてください。応援

しています。 

☆毎月のお誕生日を祝う時、「おめでとう、生まれてきてくれてありがと

う」とスタッフの〇〇さんが言ってくれる言葉がとても嬉しいです。 

☆難しいかもしれないけれど、普段はしてやれない「キャンプ」とかをして

もらえたら嬉しいです。子どもに「キャンプに行きたい」と言われても、

道具も要るし人手も要るし、難しくてやってあげられないのです。 

☆みんなで少し遠出して、日帰りバス旅行とか行ってみたいです。 
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☆困っていることなどを聞いていただいたり、面会交流のことを聞いていただいたりして、とても助かっ

ています。 

☆カフェに参加し語ることで、学校の懇談などでも自分の思いが話せるようになりました。 

☆ひとり親で（手当など）お金をもらう立場だから、何を聞かれても答えないといけないと思っていた

けれど、カフェで話すことで「あれ？おかしいことなんだ」と気付くきまし

た。 

☆自分ひとりでは気付けないことがあるし、他の人の話を聴く事がプラ

スになっていると感じます。 

☆当たり前だと思っていたことが、案外重要なことだったんだと気付く

ことができました。 

☆離婚は悪い事だと思っていたところがありましたが、そうではないこ

とが分かってよかった。 

☆父親は死んだことにしようと思っていたのですが、子どもにはきちん

と伝えようという気持ちになりました。 

 

 

≪児童扶養手当受給申請・現況届について(しんぐるまざぁずカフェの中でのアンケート)≫ 

☆離婚直後、職員さんが親身になって保育所入園や今後の手続きについて教えてくださり、それが力

になりました。 

☆手続きの際、職員さんが「お母さんと一緒だから嬉しいね」「お母さんカッコイイね」と子どもの顔を

見て声をかけてくださり、ホッと安心できました。 

☆カウンター越しに聴き取りされていて、プライバシーが守られていないと感じました。 

☆事務的にサバサバと処理されている感じで、困っていることを相談しようという気持ちになれません

でした。 

☆２年ぐらい前から、私自身が乗っている車の車種を訊かれるようになりました。項目に記載されてい

ない事柄で、何のための質問なのかよくわかりませんでした。 

☆確認の際に、「ここに記載されている方以外に住んでいる人はいないか？」と訊かれました。 

☆「交際している男性はいるか？」とか「妊娠しているか？」とか訊かれたけれど、事務的に“聞かなけ

ればいけない項目”のような感じだったので、こちらも事務的に答えました。 

☆経済的に苦しくて、「何か助成してもらえることはないか？」とか「免除してもらえるものはないか？」

を訊ねましたが、「これしかありません」とあっさりと答えられ、何度も相談に行きましたが求めてい

た結果は得られませんでした。周りの人からは、「どうにかなるはずだから、もっと頑張って相談し

て」と何回も言われ、しんどいです。 

☆通常の窓口での対応だったので、他の市役所利用者の方に、会話が丸聞こえになっているのが苦

痛でした。 

☆引っ越すことになったため、児童扶養手当の住所変更に行ったとき、手続きが大変そうにされて

『引っ越すことがいけないのか』という気持ちになりました。その後も何回も来所しなければならず、

正社員になったばかりのときだったので、仕事の調整がしずらくとっても大変でした。 
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≪しんぐるまざぁずフェスタ 参加者≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

（感想） 

☆内容が盛りだくさんで、大満足でした。☆フードドライブはとても嬉しいです。企画もとても楽しくて

大満足でした。去年よりも改善しているところも多くあって、素晴らしいです

ね。 

☆からだほぐしがとても気持ちよかったです。 

☆カフェ店員の体験を子どもが楽しそうにしていて、頑張っている姿にこちらも

嬉しくなりました。託児のコーナーでもおもちゃや折り紙でたくさん遊べて子

どもも大満足だったようです。 

☆参加したいブースの予約がいっぱいでできませんでした。残念です。 

☆すごく満足できました。フェイシャルエステがすごくよかったです。 

☆スタッフの方の優しいあたたかい見守りで、親子ともども安心して過ごすこと

ができました。 

☆託児をしていただいて自分の時間が取れました。 

☆親子で楽しめてとてもいいイベントでした。託児もあるので、親もゆっくりできました。 

☆いつもなら体験できないことがたくさんできました。 

☆子どもと離れて一人でゆっくりできました。他の人とも色々と話ができてよかったです。 

☆子どもと少しの時間離れてメイク etcができました。周りの人もシングルマザーなので気持ちが楽

でした。 

☆普段お話する機会がない方とお話したり、一人でゆっくりする時間がとれて少しだけリフレッシュで

きました。 

☆フードドライブには品物がたくさんあって、腕が赤くなるほどいただいて帰りました。子どもは託児コ

ーナーですごく喜んでいました。ご飯もとってもおいしくてペロッと食べていました。 

 

（シングルママだって幸せに暮らしていいんだ！と思えた？） 

☆“平凡に”“身の丈に合った生活を”と思う毎日ですが、時には嫌なことも忘れ、リフレッシュして暮ら

せていれば子どもも私もハッピーだな♪と思いました。 

☆もともと、子どもと二人で自由に伸び伸びと生活していました。子どもと二人の方が行動も自由に

できるので幸せだと思っています。 

☆子どもたちが楽しそうに遊んでいる姿を見て、気持ちに変化がありましたし、同じ立場の人と話すこ

とで、ゆったりできました。 

(フェスタの満足度 大満足１０←→１全く不満) 

 平均 ９．８５ポイント 

（参加前のシングルだって幸せに暮らしていいんだ！感 そう思う１０←→１そう思えない） 

 平均 ８．０ポイント 

(参加前のシングルだって幸せに暮らしていいんだ！感 そう思う１０←→１そう思えない） 

 平均 ９．５５ポイント 

 ※フェスタ参加後は、参加前よりも幸せ感が、1.55ポイントアップしていました。 
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☆幸せになるためにシングルになりました。 

☆シングルママがたくさんいて、『みんな頑張っている』と思うと、私も頑張ろって思った。 

☆自分以外にもいろんなところで頑張っている人がいるんだな～と思うと、「また明日から頑張ろう！」

という気持ちになりました。 

☆「幸せに暮らしたい・・・」と漠然と思っていましたが、物がなければ豊かに暮らすことは難しいので

少し不安もありました。今日はお腹と心が満たされて幸せな気持になりました。明日からの活力に

なります。 

☆美味しいごはんありがとうございました。子どもが小さいのでテーブル席だけじゃなく、お膳の席も

用意してもらえてゆっくり美味しくいただくことができました。ハンバーグは子どもがとても喜んでい

ました。 

 

 

（子どもたちはどうだった？） 

 

☆いつもは少食なのですが、珍しくおかわりをして食べていました。託児も最初は嫌がっていました

が、時間がたつと楽しく過ごせていたようでよかったです。 

☆カフェの店員さんになれて楽しかったです。 

☆すごく楽しかったと言っていました。カフェの店員ができたことが一番うれしかったそうです。 

☆遊びに夢中になってくれて、おかげで私はいろんな施術ができました。 

☆ハンバーグがおいしかったです。ボードゲームが楽しかったです。 

☆お兄ちゃん・お姉ちゃんと遊べて楽しかった。 

☆いろんなことができて楽しかった。 

☆キッズカフェ店員さんが楽しかった。 

☆託児では、お姉ちゃんやお兄ちゃんと遊べたことが嬉しかったみたいです。 

☆休日は、家の中で過ごす時間が多いので、今日は同年代のお友だちと遊べ

たし、楽しく過ごすことができたようでした。ストレスが発散されたみたいで

す。 

☆兄・姉がいないので、遊んでもらえてとても喜んでいました。カルタとりやおままごとをしてもらったそ

うです。 

 

(あなたが困っていること どんな支援があると

困難が減る？) 

 

☆府中市ですが、放課後児童クラブの料金の

助成があると助かります。 

☆来年から子どもが小学生になります。学童

保育の時間を延ばしてもらえると働きやすく

なります。せめて、１９時までとかになりませ

んか？ 

順位 内容 ポイント 昨年順位 

1 子どもの将来・学校 127 1 

2 経済的なこと 114 3 

3 自治体の支援 102 4 

4 子どもの発達 101 7 

5 心の健康のこと 100 2 

6 健康のこと 95 5 

7 就労のこと 88 6 

8 面会交流 47 8 

 

(子どもさんの足度 大満足１０←→１全く不満) 

 平均 ９．88ポイント 
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☆子どもが来年小学校になります。学童保育が１８時までとな

ると、現在の働き方ではお迎えが難しいです。毎日定時（１

７:３０）で帰るのは厳しいです。 

☆土日に子どもを預かってくれるところが欲しい 

 

(意見・感想なんでもどうぞ) 

☆来年も楽しみにしています。充実した一日でした。 

☆毎年恒例にしてほしいです。楽しかった！ 

☆今年２回目の開催を楽しみにしていました。広報ふくやまに掲載されているとありがたいです。 

 

≪もこちゃんパックご利用の方からの手紙≫ 

～こどもステーション様～ 

 毎度「もこちゃんパック」を箱いっぱーい💜愛いっぱーいお贈りくだ

さいまして、いつも々本当に「ありがとう！」の言葉「感謝」の言葉しか

ありません。 

 お米はとっても美味しく、私は指が不自由なので、重い物が持てな

いのでこれまた助かります。毎回、私たち家族の大好きなお品ばっか

り！ いつも食べたかったものが入っていて嬉しくってたまりません。今日のお昼は、いただいたお米を

炊き、ふっくらアツアツのご飯は頂いたカレーでカレーライス💜美味しかった！ 心も体もポッカポカ！！ 

 前回のお正月のお餅、最高！！ 美味しかった。醤油と砂糖をつけ、いただいた海苔を巻いて食べまし

た。お正月早々、息子が病気になりへこみましたが、手作りお餅でパワーをいただき、ありがとうござい

ました！！  

 毎回お送りくださっているたより、活動を読ませてもらってます。日々心温まる活動に御礼申します。ス

タッフの皆々様のご健康を京都から願ってます。コロナ落ち着くと安心できるのですが。 

息子からも一言→「ありがとうございます」 

 ２０２０年２月１７日      

 

≪不登校の親の会 参加者≫ 

☆「親の会」という居場所があることでわたしは救われました。ここは、共感してもらえる場所で、話の

内容を外部に漏らさないという約束があり、安心して話すことができます。また、情報収集して、共

有できる・１人ひとりじゃないと思える場所でもあります。時にピアサポートで、不登校経験者の体

験談も聞けて、当事者の細部の感情理解ができる場にもなっています。参加者同士で使っている

「ライン」を通しても癒されています。 

☆私はまず、子どもが不登校になる気持ちがわかりませんでした。でも、自分が思っていた以上に傷

つきやすく繊細な子どもだとわかるようになりました。我が子が特別なのかと思っていたけれど、話

しをしていくことで、皆に共通する事だということがわかるようになりました。そして、「こういう子ども

はどうしてやればいいのか？」という疑問をもち、神経をすり減らし体を壊すより、「必ずしも学校へ

通わせなくてもいい」と言う選択肢があることを知りました。 
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昼夜逆転や、この先はどうなるんだろうという不安が常にありますが、経験のある方からの話しを聞

いてある程度の心構えをもつことができました。 

不登校経験の本人さん(当事者)が来てくれた時には、子どもの気持ちを代弁してくれたようで、ま

た、「親にこうして欲しかった」という話しも聞けて大変参考になりました。 

この会と、我が子には、物事の見方、考え方、感じ方、人それぞれ違うということを教えて貰っていま

す。自分の物差しだけで判断していたという事に気づきました。その事は、自分の仕事の上でも活

かせていると思います。 

☆不登校というのは、親がどうしたら良いか、本当に不安になります。旦那や、旦那の家族には、「母

親が悪い」と責められます。そんな、誰にも心を開く気になれない時に、親の会に参加させていただ

きました。 

親の会は、私にとって、心の羽を休める事ができる唯一の場所です。気持ちを受け止めてもらえる

場所であり、受け止めてもらえる人たちに、感謝いたしております。 

☆親の会に参加して、同じ境遇の方と話しができる事で、気持ちを分かってもらえるし、他のママ友に

はできない話もできて気持ちが楽になりました。 

  先輩ママさんからは、これからの進路についてや色んなアドバイスも頂けて、道しるべを示して頂け

ているし、考え方次第で自分が幸せになれる事にも気づけました。 

自分が凄く落ち込んでいたけど、親の会の皆さんがみんな明るくて楽しくされている姿を見て、私も

皆さんと同じように元気にならなきゃ、頑張ろうと励まされました。 

自分だけで抱え込まずに皆さんと共有できて話ができる居場所があるだけで救われます。 

ありがとうございます。 

 

≪子どもの人権「北村年子さん」講演会 参加者の声(スタッフも含まれています)≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆講演を聴きながら泣いている自分がいた。自分と向き合いながら「受容と許し」を意識することに

気づくことができた。自分を大切にする力をもらったようで大満足。 

☆“生きてるだけでありがとう”のサインをいただき私への応援メッセージをフレームに飾ります。元気

がない日にはこれを見て元気を出します。こどもステーションには毎回感謝です。ここの一員になれ

て幸せです。 

☆自己尊重ワークという言葉に惹かれ足を運びました。この素敵なご縁に感謝です。ワークをして大

変あたたかい気持ちになりました。あたたかさで包まれ、「この人生で良かった、ありがとう」と思い

(講演会の満足度 大満足１０←→１全く不満) 

 平均 ９．５９ポイント 

（講演会参加前のあなたの幸せ感 とっても幸せ１０←→１幸せとは思わない） 

 平均 ６．１４ポイント 

(講演会参加後のあなたの幸せ感 とっても幸せ１０←→１幸せとは思わない） 

 平均 ８．７３ポイント 

 ※講演会参加後は、参加前よりも幸せ感が、2.59ポイントアップしていました。 
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ました。 

☆怒りの感情の前に感じる第一感情が別にあるのですね。自分が

今まで生きてきてやって来た事一つ一つが、幸せになるために選ん

だことだったのかなと気づかせていただきました。お茶やお菓子もあ

って嬉しかったです。 

☆福山に来てよかったです。あったかいですね。すべて今ここにいる

人なんですね。私も四国中央であったかい場を作っていきたいです。

ボチボチ無理せずにね。 

☆うまく言葉にできませんが涙が出ました。心が穏やかになり、瞑想

中、預けている子どものことも気になり、少し不安などにも襲われま

したが、それも悪いことではないし、気づいて手放すを繰り返しでき

たら、自分がどんどん楽になっていくのかなと思いました。 

☆とっても気持ちよくて幸せな時間でした。 

☆“がんばらないと”という思いを常に抱えて生きているし、他人に頼るのも苦手。少しずつ手放して”

楽に生きれたら“という気持ちになりました。 

☆自分にありがとうって思えた。憎んでいた父に感謝する気持ちになった。そのことに感謝。 

☆最近泣くことがなかったけど、北村さんの話や、３人で順番に話すワークの時、涙が出てきました。

人前で泣くのが苦手なので、泣けて良かったです。 

☆私には 18歳の障害のある息子がいます。もう 15年ぐらいその子のことで、つらい子育てをしてき

たと思っていました。私がその子のために全部やらないといけないという思いが強く、その子ができ

なかったりゆっくりだとイライラ、腹が立つこともしょっちゅうでした。そんな時、ちょうど 1年半前頃

から首・肩のこり・痛み、自律神経失調症の症状が出てきて今も治療中です。きっと体が SOSを出

してくれたのだと思います。もっと心を楽にして、頑張らなくてもいいんだと、そんな思いでこれから

は生活していこうと思いました。 

☆子どもの不登校で、自分のせいだと責める気持ちや、周りの人の目や社会のルールに反しているよ

うな気持があって苦しかったが、心が軽くなり、これでいいんだと心から思えた。 

☆当たり前だと思っていたけど、よく頑張って来たんだと思いました。そして両親が私たちを育ててくれ

たことにあらためて感謝しました。 

☆赦す・受容する・足るを知る・・・日々唱えても細胞が閉じてしまうことがあったことに気づきました。

身体細胞を意識することって大切だと実感した。 

☆子どもが元気で育ってくれてることに感謝してたけど、イライラして大声で怒ることもありました。そ

の根本が自分にあることを知れて、純粋に子どもが元気でいてくれて幸せと思えました。 

☆こんなにやさしい言葉をかけてもらって、次から次へと涙が出てくるのにはびっくりしました。頑張り

すぎていた自分に気づくことができました。「ま、いっか」という言葉を発することも大切ですね。 

☆子どもが不登校ということで未来を否定的に考えていた。自分が頑張ってきて、子どもにもそれを

押し付けていたし、子ども自身を信じ切れていなかったと思った。 

☆「生きててよかった」と思えました。 

☆私も子どもには「死なない力」をつけてほしいと思います。 

☆来れて良かったです。心が楽になりました。自分で「がんばれがんばれ」と奮い立たせていたこと
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は、もうしなくていいんだとわかりました。 

☆なぜだか涙がポロポロでた。北村さんも私も他の人も、なんだか対等に感じました。 

☆自分を 1日一回は褒めようと思いました。自分を好きになろうと思います。 

☆たくさん泣きました。たくさん気づくことができました。今を頑張らないで生きたいです。先生の瞑想

の声、とても心地よかったです。 

☆自分は自分のままでよいということ、自分の価値は自分で決めることの大切さに気付けた。 

☆子どもが「死にたい」と言ってきたとき、腹を立ててました。でもそれを許せる勇気が大切なことわか

りました。自分のことも許せるようになりたいです。 

☆皆さんが作ってくれた時間と空間でゆっくり自分と向き合うことができました。68年と８か月生きて

きて、あらためて祖父母や父母妹弟たち、友人や家族に感謝でした。 

☆いつも素敵な企画をありがとう。たくさんの人が涙をあふれさせながら聴いておられましたね。「平

和」の種まき、弱い人が弱いままで生きていける社会に！ 

 

 

 

６．実施者の振り返り 

 

≪しんぐるまざぁずカフェ アドバイザー≫ 

しんぐるまざぁずカフェがオープンして５年目になりますが、想いがあふれ

るほどに、毎回、「これでよかったかな」と思ったり、課題を見つけたりで、ス

タッフはあれこれ試行錯誤してきました。 

今年、とても嬉しかったことは、初期の頃によく参加していた母子が久々に参加してくれたことです。

長いひとり親の期間、子どもの成長と共に、母の悩みや困り事も変遷します。私は、『そんな時に、ふと

思いだして来てもらえるような場でありたい』との思いが強かったので、場を継続する事がとても大事

だと思っていました。「続けていて良かった！」と実感できたことは、私にとって大きな励みになりました。 

毎年恒例になったバーベキューは、皆さんが、とても楽しみにしてくれています。今年は、準備から片

づけまで、皆さんにも協力頂く事で、より一体感が増したように思います。 

通常のカフェでは、皆さんが語る中から、様々なテーマをシェアし情報共有をします。孤立しがちな

ひとり親が、悩みや困りごとをシェアする事で「これは社会的な問題なんだ」と気づき、具体的にどう

対処して行けば良いかがわかると、とても救われます。孤立しひとりで悩みを抱えるひとり親は、自己

責任論に追い詰められます。それは、最終的に、社会が、こどもたちを追い詰める結果になります。 

安全・安心な場で、自分の話を聴いてもらい人の話を聴いていくうちに、自然にエンパワーして、自

分の人生を楽しんでもらえたら、本当に嬉しいです。 

 

≪しんぐるまざぁずカフェ 託児者≫ 

 子ども達は 毎回顔をあわせ、顔なじみの子が多いため、すぐに遊びが始まります。時々体調や気分

が優れない子もいるようですが、徐々にうちとけて馴染んできます。託児中のおやつタイムやクッキン
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グの時間を楽しみにしていて、自分の役割を見つけて積極的に参加しているようです。こういった経験

が楽しい思い出となり、生きる力につながってくれたらいいなと思っています。 

託児は 子ども達の年齢の幅(2〜12歳)があるので、遊び方も違い、低年齢の子が多い場合は目

が行き届かなくなってしまうかもしれません。現状、２～3人のスタッフの身体と頭は、フルで働いてい

ます。スタッフ不足解消が今後の課題です。 

 

≪子ども食堂・もこちゃん コーディネーター≫ 

 参加人数は、その都度変動がありますが、準備の都合上、毎回３０～４０食を食事支援スタッフ３～５

名で作ってきました。 

季節の旬のものを地産地消で使い、行事食なども意識してメニュー作りをし、天然だし汁(削り節・

昆布・煮干し・椎茸)にこだわって食事作りをしています。バイキング式で、自分が好きな物を自分の食

べたい量を考えて食べることができます。 

子どもクッキングのメニューも考え、子どもたちが作る時間には、ママにもお手伝いしてもらうことも

あり、ママとの触れ合いの場にもなります。オープンする前は「今日のメニューは何？」「楽しみ～」など

と、声をかけてくれ、食堂のスタッフも励みになっています。 

しんママカフェからの参加や、仕事の都合などで食堂からの参加など、それぞれですが、 

１７:００の食堂オープンには、笑顔が見られます。 

  食事タイムで「美味しい～」という声が聞けたり、また「この料理はどうやって作るの？」と訊いてもら

えるときは、私自身、また、作り手にとっても、嬉しい限りです。 

  衛生面に意識しながら、一瞬でも日ごろ忙しいママたちのくつろげる時間になり、それがエンパワメ

ントにつながればと思います。そして何よりもママが笑顔になると子どもたちも笑顔になります。 

 

≪しんぐるまざぁずフェスタ福山 アドバイザー≫ 

昨年は、初めての試みで、どういうことになるかスタッフも不安だらけでしたが、今年は、２年目とな

ると皆もいろいろとイメージがわいて、色んな意見やアイデアが出ました。参加人数は、昨年より若干

少な目でしたが、その分、ゆったりと楽しんでもらえたように思います。これは、参加人数が増えるとス

タッフも必要になるため、多くのしんママたちに参加してもらいたいと言う思いとのジレンマでもありま

すが。 

私の担当したフードドライブコーナーは、スタッフがしんママひとりずつに寄り添って、会話をしなが

ら、商品を選んでもらいました。昨年のブースよりも広いスペースを確保し、長机を一直線に並べて、

食品、日用品、雑貨、学用品、洋服を展示したので、見栄えもよく、「選びやすかった」と好評でした。

食料品は、かなり豊富にあったのですが、日用品、学用品が少なく、欲しいという希望が多かったので、

来年の課題にしたいと思います。 

カフェに参加しているママたちからは、ママ達やこどもたちも役割を担う事でもっと楽しめるのでは

ないかと、積極的な意見が出ていました。楽しみながらこうした意欲が湧く場が持てることは、とても

意義がある事だと思います。 

 

≪しんぐるまざぁずフェスタ福山 託児者≫ 

 前回より、託児コーナーが広くなり、スタッフの人数も十分確保できました。特にボランティアの学生
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が大活躍でした。 

 託児ルームがキッズカフェのコーナーと隣接していたこ

とで、子どもたちの移動がスムーズにできましたし、保護

者に記入してもらう「面談シート」をカフェの椅子に座っ

て記入してもらうことができて、落ち着いた面談ができた

こともよかったです。 

受付にはホワイドボードを使って子どもの出入りを把握し

ましたので、託児状況が把握しやすかったです。 

 子どもたちは、初めは託児に慣れず泣いていたり、しゃべろうとしない子もいたりしましたが、次第に

ほとんどの子が慣れ、最後には皆が楽しく遊ぶことができるようになっていました。お迎えの時に「ま

だ帰りたくない」と泣く子もいたりしました。 

 ママの中には、自分と離れて楽しく遊んでいる我が子に驚き、我が子の成長を喜ばれている方もい

らっしゃいました。キッズカフェの椅子に座って、コーヒーを飲みながら我が子を見守っているママもい

ました。ゆったり過ごせてリフレッシュできたようでした。 

 

≪しんぐるまざぁずフェスタ福山 託児コーナー・ボードゲーム担当≫ 

☆”知らない大人“である私たちに、少し戸惑っている様子がありましたが、ボードゲームの楽しさに

触れるうちに、口数も増え楽しんでくれていた様子で、こちらも楽しかったです。子どもに合わせた

話し方や意見の尊重など打ち解けやすい環境づくりに心がけ、子どもの名前を早く覚えるように心

がけました。 

☆環境面では、特に気にかけなければならないようなことは起きなかったと思います。むしろ、順番抜

かしなどがあっても、少し注意したら聞き入れてくれる様子がありました。みんなかわいかったです。 

☆とても充実した会になったのではないかと思います。ボードゲームのルールの説明をする良い訓練

になりました。 

 

≪しんぐるまざぁずフェスタ福山 キッズカフェコーナー担当マネージャー≫ 

 「キッズカフェ」は、子どもたちに働くことの楽しさや仲間との協力(助け合う力)などを体験してもら

い、自立への手助けになればとの思いからスタートしています。 

 今回、しんぐるまざぁずフェスタ福山での「キッズカフェ」は、初めての運営でした。 

 大抵の場合、初体験の子どもたちは、声を出して挨拶することに躊躇して、ぎこちない接客になりが

ちですが、今回のフェスタでは、事前の研修では余所見もせず、聞き漏らさぬようじっとこちらの説明

を聞き、始める直前までとてもワクワクした表情で待っていました。 

 スタート時こそ戸惑いがあったものの、暫くすると自分からお客さんに声をかけ、教示した以外の受

け答えを自ら行っていたり、お客さんが少ない時には自らテーブルセッティングをこなすようになってい

ました。 

 お客さんたちも、常に温かい目で子どもたちの様子を見守ってくださり、声をかけて応援してください

ました。 

 子どもたちは、個人差はありますが、教えられたことをすぐに吸収し、自分で創意工夫して、自分なり

の「接客」でお客さんをおもてなしできるようになり、子ども２人のチームに年齢差があるときは、年長
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者が年少者に対しさりげなく手助けする場面もありました。 

 参加した子どもたちにとって様々な体験の場になったと思います。 

 

≪しんぐるまざぁずフェスタ福山 キッズカフェコーナーのしんママスタッフ≫ 

☆子どもたちは、元気に挨拶ができていました。呼び込みまでしていたので感心しました。私も貴重な

経験をさせていただきとても楽しかったです。 

☆子どもたち、お客さんへの対応がちゃんとできていて驚きました。もっともっと接待したい気持ちが

強く、店員さんは２人チームがちょうどよいと思いました。 子どものいつも見ていない面が見れてと

てもよかったです。 

☆子ども同士助け合ったりして、楽しく働いている感じがすごくよかったと思います。しんママスタッフ

同士も、協力して楽しく準備できました。来年はもっと早くから計画したいです。ぜひ会場準備から

手伝わせてください。娘もカフェ店員を経験していました。結構しっかりしていました。 

☆楽しそうにはりきって仕事している子どもたちを見ることができてよかったです。 

 

≪しんぐるまざぁずフェスタ福山 しんママ＆子ども食堂担当者≫ 

 昨年の反省をもとに、前日準備から当日オープンまでは、やはり時間との勝負でしたが、スタッフの

連携も取れ少し余裕がありました。それでもオープン前はバタバタでした。 通常のもこちゃん食堂の

バイキング式でのオープン！  当日のメニューは『煮込みハンバーグ』でした。 

 “今回、メニューを何にしようか？”と思案していた時、昨年フェスタに参加したシングルママたちが

「ハンバーグが美味しかったから今年もしてほしい。楽しみにしている。」と発してくれ、決定しました。 

 いざ、オープンしてみると、「美味しい！」「おかわりしていいの？」などなどの声が聞かれました。なか

には、「作らず食べれて、片付けもしないで、サイコー」と話してくれたママがいました。日々忙しく過ご

すママ！ 「時にはこんな一日があってもいいんだよ～」と声をかけつつ、こちらも、ほんわかした気持を

味わうことができました。 

 参加してくれたしんママや子どもたちが、食事時間に行っても食べるものがなかったということがな

いように用意させていただきました。 

 みんなが美味しく楽しく食事をして一日過ごすことができたことに感謝しています。 

 

≪しんぐるまざぁずフェスタ福山 総括≫ 

参加者数：２０組(シングルマザー２０人、子ども２８人、祖母２人 合計５０人) 

スタッフ＆講師＆ボランティア：３９人 

２年目の開催となった今年は、新たな出会いが７組ありました。エフエムふくやまのCMで広告を流

したり、新聞掲載などの依頼や昨年の参加者にお手紙を出すなどの広報を行いました。 

当日は、リラクゼーションコーナーには、5つのイベントがあり、①からだほぐし 7名 ②ハンドケア 8

名 ③フェイシャルエステ 8名 ④メイクアップ 7名 ⑤鍼・灸 7名 

相談コーナーでは ⑥お金の相談２名 ⑦カラーセラピー6 名 ⑧フードドライブ 20 名 ⑨離婚や

別居に関する相談３名、がそれぞれ利用しました。 

託児室には、託児の他にボードゲームコーナーやキッズカフェのコーナーを設け、２８人の子どもの

託児を行いました。ボードゲームコーナーには年長～小学生の子どもたちが常時楽しんでいました。 
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キッズカフェでは、6 名のシングルマザーが子どもの見守りを手伝ってくださり、延べ 14 名の子ど

も(年中時～小学生)がカフェ店員となって研修を受け、活躍しました。 

しんママ＆子ども食堂のご利用は、４０食ありました。食堂があったことで午前～午後の一日中楽し

むことができたようです。 

「シングルママだって、楽しく暮らしていいんだ！」と実感できるように取り組んだ結果、実施後のア

ンケートから「幸せに暮らしてもいいんだ！」と思えるママの度数が、８ポイントから９．５５ポイント（10

ポイント満点中）にアップしていました。継続的に関わり続けている成果もあり、昨年度より、「すでに

今、幸せと感じている」ポイントが高くなっていました。 

フードドライブの品物を集めるために、福山市内のお寺さんに呼びかけを行ったところ、１０寺、２社

が応えてくれ、たくさんの品物が集まりました。 

“来年度も実施してほしい！”というママの声がすでに聞こえています。 

 

≪不登校の親の会 アドバイザー≫ 

参加者が、安心して自分の気持ちを語れるように、アドバイスや否定、強制はしないで傾聴しあうこ

とを約束(場のルール)にして、皆で約束を活かして進めてきました。その中で、お互いの気持ちを共

有しあう事で、参加している親が楽になり、子どもに寄り添う力が生まれているように感じています。 

内容は、自分の子育てから学校制度やフリースクール、発達障害の事まで幅広く、どんなテーマで

も話してもいいので、どんどんひろがっていきます。 

今年度は、当事者が気持ちを語ってくれる機会もあり、参加者からは、「とても参考になった」「希望

が持てた」という声が、あがっています。 

親の会は 1 ヶ月に 1回ですが、了解を得てグループ LINEに参加してもらい、そこでは 講演会な

どの情報交換はもちろん、日々の生活の中での話題が飛び交い、癒しの場となっています。 

 

 

 

７．他機関と連携しての成果と課題 

 

 

≪同行支援  行政相談員≫ 

行政の女性相談窓口として、日々、ＤＶ被害者の相談を受けている。以前は、被害者が遠くに避難

することが目的のような支援が多くを占めていたが、最近は、地元で避難後生活再建をする支援が

多くなっている。 

働く女性が仕事を辞めたくない、同伴児童を転校させたくない、地元を離れたくないという、当たり

前の理由です。ＤＶ加害者から遠くに逃げても、生活再建の支援がなければ、別の困窮事態が起こっ

てきます。 

中でも、こどもたちは「同伴児」という扱いで、適切な支援をほとんど受けられていません。「こども

がＤＶ家庭の中にいた」ということは、まぎれもなく虐待であるのに、傷やアザがなければ、“虐待”とし

て扱われず放置されているのが現状です。行政では、まだ、児童虐待とＤＶ被害者支援がしっかり連

携できておらず、女性相談が、窓口でキャッチしたＤＶ家庭の中にいる子どもの支援は、民間との協力

なしでは成り立ちません。 
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女性相談で、母子のＤＶ被害者をキャッチしたとき、まず、自宅を出て転居するための住宅探し、学

校との連携、関係機関への同行、回復のための心のケアなど、長く丁寧な支援が必要だからです。 

こどもステーションさんの同行支援は、子ども支援の視点を持ちながらのアドボケイドなので、母が

安心して頼れます。特に、今年度は、学校への同行支援を数多く行い、学校からの信用も得られ、学

校と民間の連携ができるようになり、少しずつ、子どもへの支援が届くようになってきました。地元での

生活再建は、適切な支援があれば、母子にとって、その後のメリットはとても大きいものです。 

長年、子ども支援をしていて、なおかつ母子のＤＶ被害の支援ができるところは、全国的にもあまり

ないのではないかと思います。関係機関との連携強化が法制化される中で、ますます民間との柔軟

な連携が必要となっています。 

今後の課題としては、生活が落ち着いてきた頃に出現する子どもの不調や心のケアなど中長期の

対応や若年層の産前産後のケアなど、どのように民間と関係機関が連携していけるか検討が必要で

す。 

 

≪相談時の託児  行政相談員≫ 

女性相談では、ＤＶや離婚といった、非常に複雑で緊急性のある相談が多く、子どもを連れての相

談では、相談者が相談に集中することができません。不安を抱えた母親の元で乳幼児は余計にぐず

り、学童になると聞かせたくない話もあります。 

しかし、今まで行政では、2 歳以上、1 週間前までの予約などの条件のイベント託児はあっても、緊

急に０歳児や学童を同伴する相談者の託児はありませんでした。 

今年度から、こどもステーションさんに託児を依頼することにより、０歳でも、学童でも対応可能にな

り、また迅速に対応してもらえるため、相談者の安心に繋がっています。また、法律相談などに同行支

援するときに託児をお願いできることも助かります。ＤＶ被害の相談は状況の変化で、急な予約やキャ

ンセルが起きます。また、ＤＶや母子の精神状態が不安なことを理解した上での託児が必要になり、

一般の託児とは異なる点があります。 

今年度の実績を踏まえて、女性相談には、良質な託児、安心できる託児室やおもちゃなどが必要

であることなど行政への提言を検討し、より良い託児を継続できるようにすることが今後の課題かと

思います。 

 

８．取り組みの成果と課題 

 

２０１９年度、日々の小さな活動を積み重ね、振り返れば、よくぞこれだけの事業を成し遂げたものだ

と、驚いています。たくさんの方のご協力があってのことと感謝の気持ちでいっぱいです。 

２０１８年度から取り組んできた「子ども子育てトータルサポート事業」は今年２年次の取り組みとし

て、子育てひろばにおいて午後のスタッフを配置すること、託児を充実させること、スタッフのスキルア

ップを図ることを根底に、相談や同行支援等、当事者に寄り添った支援に結び付けてきました。そこで

培ってきたスタッフのまなざしが、ひとり親家庭の支援・不登校支援に活かされてきていると思います。

本当に大切なことは、日々の小さな活動の積み重ねであったことを気付かされます。 
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しかし、社会は刻一刻と変化しています。２０１９年１０月には、３歳～５歳児の幼稚園・保育所の無

償化が実現しました。それに伴い、子育てひろばの利用は減少しています。統計では、３月の減少傾向

が、新型コロナウィルス感染防止の観点に寄ることも含んでいるものと思われますが、１月からの減少

状況を鑑みるにその傾向があるのではないかと予測しています。 

一方、ひろばでは一時預かりの希望が増えてきているため、「保育サポートの日」を増設するなど、

子育てひろば機能に「託児」を強化し、行政の施策につなげる必要があると考えています。 

また、ＤＶ被害を受け、力を奪われた状態で子育てしている母親を癒す場が充実していないことを

危惧しています。レジリエンスを高める場が必要と感じます。また離婚や別居を前提としない支援付き

の「安心できる親子の居場所(ホーム)」を作る必要があると感じています。 

子育て家庭の親を支援することで、子どもは、家庭の中で安心と安全が保障され、親と子の健やか

な愛着関係が構築されることでしょう。子育て家庭が、相互に尊重し合いながら子どもを育み、繋がり

や支援を求めることのできる社会システムの構築が必要です。 

「子育て支援」の場が、尊重され、ジェンダーなどの役割分担や社会的な秩序を押し付けない場で

あれば、そこで繋がることのできた親子はきっと、困難を乗り越えていくことができるでしょう。 

私たちはこれからも、子育て環境が豊かになることを願って、活動を続けていきたいと思います。 

どうぞ皆様の変わらぬ応援をよろしくお願いいたします。 
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≪資料≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

◎じぶんをたいせつにするおまじない(セルフ・アファメーション) 

 （      ）のなかにじぶんのなまえや、たいせつなひとのなまえをいれてね。 

 

 

  誰がなんといおうと、わたし（            ）は、価値ある存在です。 

  誰がなんといおうと、わたし（            ）は、 

      この世にひとつのかけがえのない命、特別で、大切な、存在です。 

  たいせつな わたし（            ）、 

  生まれてきてくれて、ありがとう。 

  生きててくれて、ありがとう。 

  いま、ここにいてくれて、ありがとう。 

  たとえ、どんなじょうたいでも、いまこの、あるがままのわたし（            ）を 

      わたしは、受け入れ、ふかく、愛します。 

 

 

  わたしはわたしで、だいじょうぶ。 いま、この、じぶんで、だいじょうぶ。 

  生きてるだけで、ひゃくてんまんてん。 生きてるだけで、ありがとう。 

 

 

 

 

◎北村年子の自己尊重トレーニング：講座資料 より 
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特定非営利活動法人 こどもステーション 

 

〒７２０－２１０４ 

広島県福山市神辺町道上 2862-1  広島ガス東中国(株)ショールーム「ハートラボ」内 

TEL＆FAX／０８４－９６５－６６２５ 

E-MAIL／info@kodomostation.or.jp   HP http://kodomostation.or.jp 


