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「いつでも どこでも みんなで子育て」をモットーに、
西成区から児童虐待をなくす運動に取り組んでいます。

わが町にしなり子育てネット
［事務局］ 〒557-0033 大阪市西成区鶴見橋1-4-16

TEL.06-6630-7300　FAX.06-6630-7301

@hagi_nettwitter

第 7 回　西成大好きふれあい運動会
平成 24 年 10 月 17 日（水） 10:00 ～ 11:30　雨天で中止
　毎年 10 月に“梅南多目的スポーツ広場“で開催されている運動会は
子育てサークルや子育て支援施設、梅南・橘地区の高齢者と一緒に楽し
むミニ運動会です。が！前日に旗やテントなどの準備設営したものの、
本番の時間帯は、あいにくの雨！！みん
な楽しみにしてくれていたのに残念なが
ら中止となりました（泣）

あそパーカレー交流会
2012 年 11 月 11 日 ( 日 )
　全国的に雨天の気配だったこともあ
り、公園あそびは中止にして、子ども・
子育てプラザでの屋内あそびとなりました。メインは「あそび」？カ
レー？　プラザの運動室でコマあそびや、竹ぽっくりつくり、大型トラ
ンプなど大人と子ども達がところ狭しと交流しました。

第 27 回　遊びのひろば @ 松通り公園

2012 年 11 月 23 日（祝）　雨天となり中止となりました。

子ども子育てプラザ（10月
27日）で、お絵かきのワー
クショップ

大阪マラソン（11月 25日）
で、お絵かきしたフラッグ掲
げて応援

萩之茶屋文化祭（12月 8日）
で、自由にお絵かきコーナー

つながりつながり
児童虐待防止 ・子育て支援のための人づくり
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家庭訪問型 子育て支援ワーカー 養成講座
講師：一般社団法人 Happy Family  Japan 山田裕子さん

　2012 年 10 月 3 日～ 11 月 29 日までの 10 回連続講座を無事に終え、全
員で 7 名が受講してくれました。受講者は、子育て・子育ち支援に関わっている
方がほとんどで、仕事を終えた後夕方のバタバタした時間に来て、少しお茶を飲
んでから勉強に入りました。午後 7 時から始まり、遅い時は 10 時頃になること
もありました。
　みなさん、いろいろな想いを持っての受講でした。「家族がどうなりたいか」「お
母さん、お父さんたちのつよみ（長所）を活かす」などその家庭・家族のニーズ
に寄り添って支援していく、というところがとてもいいなと思っていました。
講座が終わっても質疑応答やそれぞれの想いを共有しあいました。その中で、や
はりみなさんの「こどもたちを取り巻く環境の大変さ、育てていく保護者のしん
どさをなんとかしたい！」というあつい・あたたかい想いが伝わってきました。
　連続講座が終わったけれども、本格的な活動はまだできていませんが又、こう
いった講座を開催し仲間を増やして少しずつでもこどもと親のしんどさをなんと
かしたい！なんとかできる！と感じました。
　講師の山田裕子先生もお仕事でお忙しい中、通っていただき帰宅も遅くなり、
大変だったかと思います。関係者のみなさん本当にありがとうございました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　� 事��・大� �� 事��・大� �事��・大� ��

「愛と暴力を間違えないために
～ DV 被害者から伝えたいこと」
講師：DV サバイバー・NPO 法人レジリエンス 中島幸子さん

内容：性暴力・暴力がおよぼす影響について　など

　2012 年 10 月 17 日、西成区役所で NPO 法
人レジリエンスの中島幸子さんに来ていただき、
DV についての勉強会を開催しました。4 階の会
場がいっぱいになるほどの多くの方々にご参加いただきました。中島さんにお話
しいただいた内容も濃く、DV や虐待、モラルハラスメント、その他さまざまな
原因による心の傷つきやトラウマについての視野がぐっと広がりました。質疑応
答も飛び交い、2 時間ちょっとの勉強会では足りないくらいの充実ぶりでした。
　今後も、地域で子育て・子育ちをテーマに、勉強会も積み重ね、情報を広げて
いきたいと思います！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　� 事��・平川 �

西成高校が取り組む ｢������ ���から�������� ���から��� ���から�����から��
日時 :2012 年 9 月 11 日（火）　19:00 〜 21:00　　場所：育徳園保育所（阿倍野区）

講師 : 大阪府立西成高等学校教員 肥下 彰男さん

主催 : 大阪市地域福祉施設協議会　セツルメント研究会

日本の社会問題が集積するといわれ
るこの西成で「格差の連鎖を断つ

『チカラ』のある学校」という大きなミ
ッションを掲げ取り組む大阪府立西成
高等学校、肥下先生よりお話を聞く。
　子どもたちの��としては、虐待を子どもたちの��としては、虐待を
はじめ薬物の問題、家庭の問題や本人
自身の持つ障がいなどさまざまである。さまざまである。である。
学校としては、各家庭のへのアンケー
ト等の調査のほか、同時に生徒に対し
ては「ほっとかない大人」として丁寧
な関わりを行うなど、まずは置かれて
いる現実をしっかりと把握することを
大切にしている。そこから見えてきた
問題に対しては、支援する委員会を作
り、組織的に関わっている。それぞれ
の生徒・家庭が抱える課題に合わせた
対応を行うために地域の関係機関との
連携はもちろんのこと、教職員が行う
生徒支援に対する点検項目を設けるな
ど、学校としての意思統一や認識を共
有化していけるような組織運営にも驚
かされた。
　生徒は「���学�」を通して、現徒は「���学�」を通して、現
代社会が生み出す��、歴史や社会構
造などを学び、また、現在・近い将来
に向き合うであろう課題の当事者やそ
の支援に取り組んでいる支援者の話を
聞く。自分の生活と社会背景を重ね合
わせ、自らが直面している問題を意識
化する。その上で、今の世の中で生き

ていく具体的な方策を学んでいく。そ
れは、現実の否定でなく、��を生み
ださない「新たな社会」を創造する主
体となる存在を形成していく事を大き
な目的としている。実際にアルバイト
の不当解雇に対して、労働問題を学�
し、持っている権利を奪い返したケー
スや虐待を受けている友人を児童相談
所につないだケースなど、�難な部分
を支援してもらうだけでなく、�難に
対して立ち向かう主体として動き出し
た姿もあるという。おかれている��
は厳しいけれども、それを正しく理解
し、対する術を考え、立ち向かい、そ
して克服していく。「自分でもできるん
だ」という実感を積みあげていくこと
の大切さをあらためて感じた。

単に一方的に支援のみを行うのでは
なく、しっかりと生徒に寄り添っ

た関わりを通し、地域の問題に対して、
主体的に取り組んでいけるように働き
かける、西成高校の取り組みはまさに、西成高校の取り組みはまさに西成高校の取り組みはまさに
セツルメントであると感じた。
　先生の話のなかに「�少�から�難先生の話のなかに「�少�から�難
の中に入り、解決に向かい、いかに主
体的に関わっていけるかという事がポ
イントである」という言葉があった。今、
保育園という立場で、私たちに何がで
きるのだろうかということを考えるこ
とのできるいい機会となった。
　　　　（蕨川 晴之・わかくさ保育園）

養成講座

　勉強会



だれでも ･いつでも・児童館

山王こどもセンター
こどもセンターは放課後や学校休校日に誰もが遊びに来

れる場所です。幼児から青年たち、障がいを持
つこども達を含め、幅広い年齢層のこども達
がいます。また、ボランティアや保護者、地
域のおとな達も気軽に立ち寄れることもあり、

さまざまな人とのつながりを持てる場所でもあります。そ
して、長期的に関わりを持てる場所であるため、次の時代
を担うリーダーが育っています。時には進路や就職、生活、
子育ての相談にのることもあります。
　こども達は日々の遊びや季節ごとのさまざまな行事、遠
足、夜まわり活動などいろいろな体験を通じて共に育ちあ
う中で、自立心や人を思いやる心、責任感などを育みます。
　多くの異年齢のこども達と温かく見守るおとな達が出
会うことによって個々のこども達の可能性を広げ、成長を
育む場所として山王こどもセンターは地域に根ざした活
動を目指しています。
　日替わりでさまざまなプログラムが楽しめるので、ぜひ
遊びに来てみてください。

社会福祉法人 ストローム福祉会　エリザベス・ストローム記念

山王こどもセンター（西成区山王 2-5-4）

TEL&FAX:06-6633-8415
http://www5c.biglobe.ne.jp/~sannoh/
sannoh-k-c@mwa.biglobe.ne.jp
月・火 /13:00 〜 18:00
水〜金 /13:00 〜 20:00（プログラムによる）
土＆長期休暇 /10:00 〜 18:00

病児保育

まつぼっくり
子どもが熱を…！でも仕事休めない。見てもらえ
る人がいない。どうしよう…そんな保護者の思い
をもとにできたのが病児保育。まつぼっくりは病
児保育室として 2009 年 10 月に大阪市の委託を

受けて開設し、4 年目に突入しました！！
　診療所の併設として、医師・看護師・保育士で見守り、病
中・病後の保育をしています。隔離室があるので感染症（水痘・
インフルエンザなど）の場合も利用できますよ。（満室でお断
りすることもありますので、感染症の場合は早めにお電話く
ださい。）
　
　家でゆっくり休んでいる時と同じ気持ちになれるよう家庭
的な雰囲気を持ちながら、初めて利用する子どもたちでもふ
れあい、安心して 1 日が過ごせるよう心がけています。
　クリスマス会やおもちつき、子育て学習会など親子で参加
できる行事もありますので気軽にお問い合わせください。見
学や登録など詳しくは病児保育室まつぼっくりまで☆☆☆

大阪きづがわ医療福祉生活協同組合　西成民主診療所併設

病児保育室まつぼっくり（西成区松 2-1-35　3 階）
TEL:06-6656-6105
http://byouji.nishinari.coop
開所時間：午前８時〜午後５時　
延長保育：午後５時〜午後６時（月〜金曜）
日曜・祝日・年末年始はお休みです。
※利用初日は西成民主診療所の受診が必要です。
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西成特区有識者座談会報告を見て

　昨秋 10 月 11 日発表された、西成特区有識者座談会の報告書がま
とまり、区役所 WEB サイトにアップされています。ご覧になった
方も多いのではと思いますが、鈴木亘先生を中心にまとめられた先
生方に対し、ご苦労さまでしたという思いで読ませていただきまし
た。
　私たちの活動との関係では、将来に向けた中長期的な対策の（５）
で子育て施策、子育て世帯の呼び込み策のところで、区役所の「子
育て支援室」を中心に機能強化を進め、西成区全体としては、これ
まで「子育てネット」が進めてきたネットワーク型の応援部隊が必
要だと記され、その具体的な事業として、子ども版（親子版）地域
包括支援センター整備を進めるだとか、「自立援助ホーム」のこと
が書かれています。
　これまでの私たちの活動が間違いではなかったと同時にもっと具
体的に事業としてさまざまな事を進めていかなければならないこと
を改めて自覚させられました。特区構想の中で区役所や社会福祉協
議会との連携を深めながら活動を進めて行きます。みんなで西成に

「子ども版地域包括支援センター」や「自立援助ホーム」「ファミリー
ホーム」学校や保育所に「ソーシャルワーカー」の配置などが提案
されています。どこまで実現できるかわかりませんが、臣永区長ガ
ンバッテ！！（寺本）

出典：『漫画ホームレスじいさんの物語カマや
んの夢畑』（明石書店）
この単行本に収録されていますので、よろし
ければ本屋さんで一度お買い求めください♪

「子育て世帯を西成に誘致」
「西成が変われば大阪が変わる」

西成特区構想とは
市長大号令のもと「あいりん地区の環
境改善」や「子育て世帯を西成に誘致」
するため、

前例のない、西成えこひ
いきらしいな…

　子育て世帯を呼び込む
にしても、まずは、あいりん地域の
中期的・長期的な改善プランを提案
するために、鈴木亘 大阪市特別顧問
が委員長となり、西成に関わってきた
研究者や支援団体らがテーマ別に議論

（H24 年 6 月〜 9 月実施）し、問題の
現状と今後のプランを「報告書」とし
て西成区役所に提案。
　来年度以降、提案書を元に、役所が
事業化を検討する予定。

(5) 子育て施策、子育て世帯の呼び込み策 ����【提言内容】 
(5-1) 保育バウチャー等による保育料の無料化もしくは大幅減免  
(5-2) 保育所の民営化、認定こども園の設置
(5-3) 子育て世帯向けの住宅供給、住宅改修に対する補助金創設 
(5-4) 子育て世帯向けの住宅供給等に用途を限った未利用地の売却 
(5-5) 産科を持つ病院の誘致 
(5-6) 子育て世帯に対する市税の優遇 
 (5-7) 各保育所�����を��する��ー���ー�ャ��ー�ー ������を��する��ー���ー�ャ��ー�ー �����を��する��ー���ー�ャ��ー�ー �SW) を配置 
 (5-8) 子ども版（親子版）地域包括支援センターの整備 
 (5-9) 自立援助ホームの設置 
   (5-10) 子どもの家事業の留守家庭事業への��し��し

西成特区有識者

座談会　報告書
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