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第 11 回 育児セラピスト全国大会 in2020

開会あいさつ

　今年は、例年とは違う「はじめてのカタチ」での全国大会となりました。オンラ

イン開催です。これまで第1回から10 年間、淑徳大学の東京キャンパス4・5号

館をお借りして行ってきました。第 6回からは、東京に加えて大阪の宝塚大学の

梅田キャンパスでも開催するようになりました。

　前日にはいって会場の準備をして、当日の朝、守衛さんにあいさつして、誰もい

ない会場に入ってイメージをします。そうしているうちに、ひとり、ふたりと参加者

の方が来場し、会場は徐々ににぎやかさを増してゆきます。10時きっかりに開会式。

そして、会場の空気感を味わいながら、壇上に立ってあいさつ…

　今年は、まったく様相が違います。いつも通っている名古屋の本部事務所の研修室の一角につくった配信スタジオ。朝

から機器のテストであわただしく動き、開会の時間をむかえます。大画面モニターに目をやり、参加者のみなさんの顔が

ならぶのを見て、ようやく全国大会なのだと実感します。

　「やはり対面がいい」そんな思いがよぎります。たしかに、対面で行う選択肢もありました。また、対面とオンラインの

ハイブリッドで行うことも考えました。しかし、オンライン開催を選びました。保育士、看護師、助産師、子育て支援、

感染に対して高いリスク管理を求められる方たちが多いこの会だからこそ、リスク回避を第一優先しての決断でした。

　しかし、いざ始まってみると、みるみる会場の空気が出来上がって、オンライン独特の臨場感も生まれ始めます。ふた

を開ければ「オンラインありだね！」という感触で幕を閉じました。その全貌をご報告します。

一般社団法人 日本アタッチメント育児協会

　　　  　理事長

開会式での現場の様子
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2020 年は、いろいろな意味で、その後にも大きく

影響する年であろうと思います。コロナ禍における今

年の全国大会 1 日目のスキルアップは、通常開催して

いるオンライン講座と同じ形式で幕を開けました。

さまざまな人間関係を、
「個」として寄り添う技術

われわれは、さまざまな人間関係に、「個」として

対応することが必要不可欠な時代を生きています。そ

れは、簡単なことではありません。

　わたし（あなた）と相手との「関係」は、それぞ

れの「個」によって変わります。子ども、夫・妻、きょ

うだい、親、友人、同僚、部下…人生にわたる付きあ

いの人もいれば、短い縁の人もいます。深い関係・表

面的な関係、上下関係・並列の関係、われわれは、

じつにさまざまな人間関係のなかで生活しています。

　だからこそ、関わり方が違って当然です。目の前の

「個」に合わせて関わる。一人ひとり違う「個」に注目

し、その人を見立て、その人のための方針をたてる。

このことにおいて、われわれがテーマとしている“ ア

タッチメント理論 ” は、人間心理の「構造と全体像」

を教えてくれます。そして、今回学ぶ “ アドラー心理学 ”

は、「個」の人間心理の「見立てと方針」を示してくれ

ます。ともに活用すれば、可能性を無限に広げること

ができます。真の意味で、その人の人生に寄り添うこ

とができます。それが「育児セラピスト・ライフサポー

ター」のコンセプトです。

ボウルビーのアタッチメント理論で、
アドラーの個人心理学を読み解く

0 期の今回、受講生ひとりひとりの自己紹介を聞き

ました。じつに、さまざまな業界、さまざまな立場

の方が参加されました。年齢も 30 代から 60 代まで

いました。

語られた受講動機もさまざまでした。子育てや子ど

もへの対応に活用したい人、アドラーを学びたい人・

深めたい人、悩み相談やカウンセリングを学びたい人、

よりよく生きる技術が学びたい人、社員やスタッフの

マネジメントに活用したい人…

自己紹介を終えたとき、これまでの講座とはすこし様

相がちがうことを、わたしも、受講生も感じました。講

スキルアップ講座
1日目

11/7
（土）

育児セラピスト・ライフサポーター 講座
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座に期待するもの、想定する対象者が、みんなそれぞ

れ違っていたのです。この傾向は、昨年の「アタッチメ

ント心理 カウンセラー」により近いかもしれません。

「アタッチメント心理 カウンセラー」と今回の「育児

セラピスト・ライフサポーター」は、『おなかからのア

プローチと背中からのアプローチ』というような関係

性にあります。ボウルビーのアタッチメント理論は、「人

というのは、こういうものだ」という構造が出発点と

なっています。それに対して、アドラー心理学は、「こ

の人はこういう人だ」という個が出発点になります。

それが、冒頭の『「構造と全体像」と「個の見立てと

方針」をともに活用する』という表現につながります。

「アドラーですべて解決」はない、
しかし「アドラーがいなければ！」なのだ

今回わたしの体験談として、妻との間に実際に起こっ

た話をしました。それは、10 年以上のあいだ、わた

しが妻に発信し伝えようと試み続けたものの、まった

く聞く耳さえ持たれなかったことについてです。アタッ

チメント理論、交流分析、ライフサイクル、精神分析

など、これまでに講座化したさまざまな理論を持ち出

して伝えても、いつも心理ゲーム（夫婦喧嘩とも言い

ます）で終わってしまっていた件です。それが、アド

ラーの文脈に載せたら、妻はストンと腹落ちしたので

す。しかも、車の中の雑談で。もちろん、これまでの

話の土台があったからこその話であることは言うまで

もありません。それにしても、最後の一押しがアドラー

だったのです。いまでも、わたしたちの夫婦関係を大

きく変える出来事であったと回想します。まさに、お

なかからのアプローチだけでは到達できなかった概

念あるいは思考が、背中からのアプローチによって伝

わったイメージです。

アドラーだけで、すべてが解決することはあり得ませ

ん。しかし、アドラーの視点がなければ、本当の解

決にいたらないことがあるのです。このことは、これ

までに学んだ他の理論についても同じことなのは言う

までもありません。だからこそ、われわれ育児セラピ

ストは、複数の理論を学び、活用し、人というものを、

多方向からメタ的に理解しようと試みるのです。

どんな講座だったのかまでは、誌面の都合で書きき

れませんので、くわしくは、ブログをご覧ください。

https://www.naik.jp/blog/director/
archives/2230

よりよく生きる
アタッチメントをテーマに学ぶわれわれが、アドラー

心理学のアプローチを学ぶことは、まさに「おなかか

らと背中からのアプローチ」を手に入れることになり

ます。実際、わたしは夫婦関係において、このすごさ

を実感しています。アドラーだけでは、全体が見えま

せん。アタッチメントだけでは、個の傾向までは見え

ません。両方活用すれば、全体像の中の個を見つけ

ることができます。

アドラーは、言います。

「すべての問題は、人間関係の問題である」

「人と人が関わるうえで、必ず問題は起こる」

わたしたちのまわりに起こる人間関係の問題には、終

わりがありません。それでも、そのときその時を丁寧

に対応する。そうすれば、わたしたちはみな「よりよく

生きる」ことが出来る。アドラーもボウルビーも、そん

な世の中を願って研究をつづけたに違いありません。

いつになるかは決まっていませんが、この「よりよく

生きる技術」を、「育児セラピスト・ライフサポーター

講座　第一期」として、みなさんといっしょに学べる

ことを楽しみにしています。

＜文責＞　廣島 大三
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 第一部　育児セラピストの本音

第一部では、これまでの優秀実践者の中でも初期の方で、

いまでも教室を続けている 5 人にお越しいただきました。

5人の方々の自己紹介
まずは、埼玉県から参加の第 1 回全国大会の優秀実践

者の古橋明代さん。古橋さんの教室「ベビーマッサージ

絆サロン」は、今年で 11 年目。自宅とは別に部屋を借り

て、個人教室として運営するスタイルは、当時としてはか

なり珍しかったと思います。

２人目は、大阪府尼崎市から参加の第 4 回全国大会

優秀実践者の瀧川亜希子さん。教室歴は 9 年。本業は、

看護専門学校の先生です。先天性の心疾患をもって生ま

れたお孫さんにベビーマッサージをしてあげようと思った

のがきっかけで教室を始められました。

3 人目は、群馬県高崎市から参加の第 6 回全国大会

優秀実践者の本郷容子さん。英語教室としては 17 年目、

ベビーマッサージを取り入れて 7 年目になります。えいご

教室にベビーマッサージを取り入れ、今では寺子屋のよう

な教室になっています。

4 人目は、愛知県豊橋市から参加の、第 7 回全国大会

優秀実践者の安原マヤさん。自身が保育士をしている明

照保育園で、ママサークルを主宰し、ベビーマッサージ、

アタッチメントヨガ、あそび発達を取り入れています。教

室歴は 9 年になります。

5 人目は、宮崎県から参加の野﨑彰子さん。園児数

230 名の認定こども園ひろせ幼稚園の園長先生で、第一

期の育児セラピスト受講生で、園で運営するベビーマッ

サージ教室は今年で 12 年になります。

この10年のベビーマッサージを振り返る
12 年前を振り返る野﨑さん。まだベビーマッサージを

誰も知らないころのこと。当時、園医さんに相談したら、「ベ

ビーマッサージって何？」とお医者さんに聞かれる状況、

お母さんたちにも、「ベビーマッサージってなぁに？」とい

うチラシを配るような感じでした。

古橋さんも、同様の状況を振り返ります。同僚の男性に

「ベビーマッサージ教室をはじめるの！」と言うと、リラク

ゼーションマッサージと思われて「なにそれ、オレにもやっ

オンライン座談会「本音で語る」

出演者

初期の優秀実践者とともに振り返るこれまでの 10 年

シンポジウム
2日目

11/8
（日）
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てよ」と言われた思い出を話してくれました。古橋さん

は、集客から何から一人でやる個人のベビマ教室のはしり

です。SNS もない時代なので、市役所の子育て支援課に

出向いて、ベビーマッサージを紹介し、市民の子育てに

いかに重要なものなのかを「ベビーマッサージは予
防接種と同じですよ！」と言って、PR したそうです。

この言葉、名言です。そんな古橋さんの積極的なベビー

マッサージの啓蒙活動が実って、いまでは子育て支援セ

ンターの定番となって大人気をはくしています。

同じくベビマ教室をされて 7 年目になる本郷さんも同様

に、知名度のない時代から始められています。始めた当

初は、1 回きりのお母さんも多かったのですが、続けるう

ちにリピートしてくれるお母さんが増え、今では短くても

1 年は続けてくれるようになっています。常連の方たちの

クチコミで新規の方がコンスタントに入ってきます。個人

教室の新規集客は大変ですが、3 年くらいやっていると、

クチコミによる安定した新規集客の流れができてきます。

これは、皆さんに当てはまることなので、ぜひ参考にして

いただきたいです。

安原さんもやはり、はじめた当初は、チラシを配ったり

して、集客は苦労したと言います。豊橋市が子育て支援

に力を入れるようになり、幼児ふれあい教室事業に参加

してからは、それをとおして参加者が集まってくれるよう

になり、今では抽選になるほど人気になっています。たし

かに公的な子育て支援は、集客力が強みです。

そこで私の質問。
『今ではメジャーになったベビーマッサージです

が、そうなるとまわりにベビマ教室がいっぱいで

きて、競合が増えて集客に困るという状況はない

ですか？』

これには、みなさん一様に「それは感じません」という

お答え。

つまり、競合が多くてお客さんが来ないのではなく、知

られていないからつながらないだけということです。ベビー

マッサージは卒業してしまいますが、それでも絶えること

なくお母さんたちは来てくれています。つまり、知っても

らえれば、行きたいお母さんは、近くにたくさんいます。

これから始める方は、ついまわりの教室が気になってし

まいますが、競合を気にするよりも、知ってもらうことが

重要です。

みんながハッピーになるとっておきの
集客モデル

古橋さんは、ベビーマッサージとランチのコラボイベン

トを毎月やっています。このイベントは、ベビーマッサー

ジのあとに、美味しいランチを食べながら、交流するコ

ンセプト。お店のオープン前の時間帯に、店内のスペース

でベビマ教室をして、ランチタイムのころ、そのままラン

チ会にうつります。イタリアンやお寿司など、古橋さん自

身がワクワクするお店であることが選ぶ基準だそうです。

これは、ビジネス的に見ても、双方にメリットの高いモ

デルと言えます。主催者の古橋さんは、満足度の高いイ

ベントが提供できます。お母さんは、美味しいランチだ

けでなく、赤ちゃんや子育てにやさしいお店を知ることが

できます。こうしたイベントで 1 度でも来たことがあれば、

その後も利用しやすいでしょう。実は、もっともメリット

が大きいのはお店です。お店のオープン前の時間を提供

するだけで、定期的にリピーター候補を連れてきてもらえ

るのですから。次は、家族で来てくれたり、ママ会でつ

かってもらったり、リピーターがどんどん増えます。まさに、

みんながハッピーになれるモデルです。

古橋さん

安原さん

本郷さん

瀧川さん

野﨑さん

廣島
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こうしたメリットをお店の方に伝えれば、賛同してもら

いやすいと思います。ぜひ、みなさんも参考にしてみては

いかがでしょうか。

ベビマ教室で、園児増加、モンスター
ゼロの保育園を実現

野﨑さんの園でも、ベビマ教室をやっていて、明らかに

よい変化を感じるそうです。ベビマ教室をとおして、園の

方針や野﨑さんをはじめスタッフの人柄を知ってもらえる。

教室でのやり取りをとおして、ベビーマッサージだけでな

く、育児相談にのったり、離乳食のアドバイスをしたりし

て、入園前からお母さんとの親しい関係性が出来るように

なる。そうすると、お母さんがモンスターになることがな

いそうです。12 年経ったいま、ひろせ幼稚園は、モンスター

もクレーマーもゼロの運営を実現しているそうです。

野﨑さんのこの事例は、ベビマ教室が、入園希望者に

つながるだけでなく、お母さんとの関係性構築にも一役買っ

ており、園の運営自体を良化している事例だと言えます。

会場からの質問
園でのベビーマッサージ導入の件については、会場か

らの質問もありました。

「ベビーマッサージの良さを理解しているし、導入

していきたいと考えています。わたしのように、企

業主導型保育園の雇われた園長であったり、保育

士の立場だと、園で導入する際に、理事長や経営

者からの理解が得られるかがハードルになります。

この点についてアドバイスをいただきたいです。」

これについては、野﨑さんが

園長として、安原さんが保育士

として、園にベビーマッサージ

教室を導入されています。お二

人の話をまとめると、理事長は、

園の経営面でのメリットや、長

い目で見た園の運営の視点で、

導入を賛成してくれたようです。

ベビーマッサージ教室の導入によって、お母さんとの関

係性が深まり、それによってモンスターペアレントが生じ

ないことや、入園希望者が増加するといった経営面や運

営面でのメリットを伝えることで、話が通りやすくなります。

あるいは、子育て支援事業に対する市からの助成金があ

る場合は、予算面でも導入のハードルが下がります。そう

なると、園にとってやらない理由がなくなります。

園長さんや保育士さんがベビーマッサージの良さや重要

性を伝えるだけで、理事長が納得してくれるとは限りませ

ん。実際、野﨑さん、安原さんの園でも、理事長が納得

したのは、むしろ経営面でのメリットでした。こうした視

点からプレゼンテーションすると、理事長や企業経営者

の賛同は、より得やすいと思います。

第一線で活動されている皆さんのお話

や質疑応答のなかで、私が忘れかけてい

た支援の気持ちを思い出しました。ベビ

マ教室はいまはやっていないのですが、

また再開したくなりました。

育児支援 講師　40 代　愛知県

先生方の今までのご苦労と今後の展望

( 運営の継続への思い ) を聞くことがで

き、何ごともはじめの一歩と継続への意

志が大切であることを確認させていただ

きました。

助産師　60 代　福岡県

私と同じ悩みを持った方の事業が成立しているということが励

みになりました。苦労や喜びを乗り越えて今日があるということ

を実感しました。

講師　50 代　広島県

教室運営の経験を多方面から聞くことができたので、改めて運

営方法の工夫を知ることができました。

看護教員　60 代　兵庫県

今回の座談会ではご活躍されている舞台も様々でしたが、皆さ

んそれぞれの場所での問題に対する対処法やアピールの仕方な

どを具体的にお話しいただけたことがとても参考になりました。

50 代　愛知県

オンライン座談会 第一部 「育児セラピストの本音」 への
声

野﨑さん

安原さん
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第二部では、育児セラピスト１級まで学んだ「メンズ育

児セラピスト」による、ぶっちゃけトークです。夫として、

パパとして、男として、5人のパパが、子育て、夫婦関係、

仕事を本音で語ります。

5人の方々の自己紹介
ひとり目は、兵庫県から参加の竹安雄一さん、小学校

の先生です。いざわが子が生まれると、妊娠期をふくめ、

生まれてからの子どもについて、自分は何も知らない。そ

れに気づいて、学術書、論文から、育児本まで読みあさっ

て、それでも飽き足らず、2016 年に育児セラピストを受

講しました。「育児セラピスト1 級」のテキストは、いまで

もバイブルで、困ったときには、読み返しているそうです。

2 人目は、同じく学校の先生の佐伯侑大さん、奈良県か

ら参加です。中学校社会科の先生で、ただいま育児休暇

中です。同じ教師の奥さんに代わって、家庭に入って、育

児だけでなく、家事までこなす 1 年間にチャレンジ中です。

3 人目は、大阪府から参加の櫻田保大さん。1 歳 5 か

月の双子のパパ。お子さんが生まれてすぐに 3 か月の育

児休暇を取得し、奥さんの実家で過ごしたそうです。タ

レントのりゅうちぇるさんが、育児セラピストを取ったとい

うのをインスタグラムで知って、受講したそうです。

4 人目は、兵庫県から参加の藤岡拓登さんです。本業

の作業療法士のかたわらで、奥さんとユニットを組んで、

YouTube で音楽活動もしています。プレパパの段階で、

育児セラピスト1 級まで学ばれた方です。

5 人目は、京都から参加の前田智宏さん。アナウンサー

からテレビのお天気キャスターになった経歴の持ち主。奥さ

んと不妊治療のすえ、男の子に恵まれた 9 か月のパパです。

今回お声かけした 5 人の方々は、みなさん関西在住な

のですが、これはまったくの偶然です。

やっぱり生まれてから1～2か月が、
いちばん大変だった

4 歳と 5 歳のお子さんのパパである竹安さんは、「子ど

もが 3 歳になったら、この状況は落ち着くのかなあ」と

思っていたそうです。でも、子どもが 3 歳を超えたいまも、

やっぱり大変。いつも「いま」が一番大変だと感じながら、

ここまで来た、と言います。

1 歳 5 か月の双子

のパ パ の 櫻 田さん

は、なんといっても

生まれて 1 か月のこ

ろが大変だったと振

り返ります。双子の

ひとりを担当して、2

 第二部　パパの本音、夫の本音

出演者

「メンズ育児セラピスト」のパパたちと語る、子育てぶっちゃけトーク
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時間おきにミルクをあげる、寝られない、どうしていい

かわからない、といった産後のママが経験する大変さを、

自らも経験した櫻田さんならではの実感かもしれません。

前田さんも、産後の1 ～ 2 か月の大変さを振り返ります。

その時の大変さを思うと、いまは楽になったことを実感し

ます。当時は、なんで泣いてるのかもわからない上に、時

間に関係なく、しょっちゅう泣かれて、寝られないし、イ

ライラしてしまうし、仕事はあるし、という感じで切羽詰

まっていたそうです。

佐伯さんが育児休暇

を取ったのは、社会科

の 公民 の 授 業 で「 平

等」を扱ったことがきっ

かけでした。「先生のう

ちは、男女平等なの？」

という生 徒に対して、

「そういえば、うちは平

等じゃないな～。ごめん。」というやりとりがきっかけ。ちょ

うど奥さんからも「私も職場復帰したいから、あなたも育

休とって」と頼まれていました。いまは育児だけでなく、

家事もふくめた主夫としての大変さを感じています。

子どもが生まれると、夫婦は戦友になる
みなさんの夫婦観はどんな感じですかというわたしの

質問。

竹安さんは、3 ～ 4 年前、まわりに同じようなパパは

いなかったと振り返ります。パパ向けのイベントに出向い

ても、参加は自分ひとりということも多かったそうです。

産後すぐに、奥さんといっしょに育休をとった櫻田さん

は、結婚当初は恋人同士のような夫婦関係だったのが、

子どもが生まれてからは、苦楽を共にした「戦友」になっ

たと言います。

前田さんは、「じつは結婚当初は、まったく家事をしな

い夫だった」とぶっちゃけてくれました。子どもが生まれ

て、奥さんといっしょに育児するようになって、家事の大

変さにも気づきました。そうして、皿洗い、掃除、洗濯…と、

どんどんやるようになりました。そんな前田さんの本音は、

「家事をやればやるほど、奥さんの期待は上がるばかり…

それに疲れるときもある」そうです。みなさん、これには

うなずいていました。

もっとも家事をやっている佐伯さん。周りの人からは「そ

れだけやっていたら、奥さんから感謝されまくってるんで

しょうね」と言われますが、そんなことはない。「どれだ

けやっても、妻は思ったほどは満足してくれていない」と

いうのが佐伯さんの実感。それでも、妻に代わって育児

と家事をしている今、奥さんの気持ちが満足に向かった

のは、たしかでしょう。

藤岡さんは、奥さんを「自分に愛情を教えてくれた人」

と称します。奥さんは、なんでも言葉に出して伝えます。「あ

りがとう」「ごめんなさい」「好きだよ」「イヤだよ」…。当初、

抵抗がありましたが、奥さんの言葉を聞くうちに、それら

の言葉と気持ちは、本心なのだと感じ始めます。自分が

言われてうれしい気持ちにも気づきます。だんだん藤岡さ

ん自身も、自分の気持ちをきちんと言葉にするようになり

ました。それが「自分に愛情を教えてくれた人」という奥

さんへの評価につながっているそうです。

キモは直属の上司！意外にも、職場
はパパの育児に好意的

パパの育児や育休につ

いて、ぶっちゃけ職場で

はどうなのか。竹安さん

の小学校、佐伯さんの中

学校は、みんな好意的で

育児を応援してくれる環

境だそうです。逆に、少

し年上の先生たちの中には、残業もないのになかなか家

に帰らない人もいて、家に帰りたくないのかと不思議に思

うことがあります。と佐伯さん。

子育てに関わってきたパパは、家庭に居場所がありま

す。子どもはパパの帰りを待っています。パパも子どもに

会いたいから早く帰りたい。奥さんも、そんなパパはウェ

ルカムです。子育て参加度の低いパパは、逆なんです。

だから帰りたくないのでしょう。

一般企業では、どうでしょうか。マスコミ系の櫻田さん

の会社は、ようやく男性の育休が一般化しはじめたくらい
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の感じだと言います。育休明けも、みんな好意的で、「も

う一回とってもいいよ！」と言ってくれたりもして、ここ3

年くらいで、ずいぶん意識も雰囲気も変わったと実感しま

す。育休明けも、ノー残業で帰らせてもらえていて、そ

のために業務を調整してくれたりもします。結局のところ、

上司によるし、部署にもよる。同じ社内でも、古い考え

の上司もいるし、そういう部署もあります。直属の上司の

考えは、やはり大きいようです。

前田さんの場合、気象予報士の事務所に所属しており、

ファミリー的な会社で、社長は 4 人の娘さんがいるパパ

なので、育児には協力的な文化があるそうです。総じて、

社員も同じような価値観を持っているそうです。

作業療法士の藤岡さんの場合、病院勤務で女性の多

い職場です。その中で男性の育休というのは、かなり珍

しいと言います。作業療法士は、技術職なので職人気質

のようなところがあって、現場を離れると知見が遅れる、

技術が鈍るという考えがあることも大きいそうです。そん

な業界で、藤岡さんは病院勤務をやめてフリーランスの

訪問リハビリという選択をしました。子どもが生まれたら、

育児に注力したり、助産師の奥さんと仕事でコラボしたり、

いろいろ動きやすいワークスタイルを得るために、フリー

ランスを選択しました。

「育メン」といわれると気まずい
前田さんは、「 育メン」

と言われることに抵抗感

があると言います。それ

ほど特別なことじゃないの

に、と思ってしまう。

櫻田さんも、妻と一緒

にいるときに、ほかの人から自分が「育メンですね」と

言われると気まずいと言います。妻と二人で育児している

のに、自分だけ評価されると、申し訳ない気持ちになる。

逆に妻は、なんで男が育児すると評価されて、わたしは評

価されないの、と感じるそうです。「男が育児するのはエ

ライね」というニュアンスが含まれている気がする。パパ

の子育てが当たり前の世代にとっては、「育メン」は、も

はや違和感を含む言葉になっているということですね。

シンポジウム参加者のかたから、
パパたちへの質問タイム
「助産師として、家事育児は、産後直後の女性の

体にとって過労死レベルに過酷なことです。それ

を男性たちにどのようにロジカルに説明したらわ

かってもらえるのかについて、男性目線のご意見

を伺いたいです。」

竹安さんは、育児セラピスト1 級の講座の中で、「産褥期」

の意味を聞いて、腹落ちしたそうです。「産後 2 か月くらい

を産褥期という。その「褥」というのは「ふとん」という

意味がある。つまり、ふとんでずっと横になっていなけれ

ばならないような状態の時期なんだ。」この説明を聞いて、

奥さんを寝かせてあげることを最優先したのだそうです。

男性は、いくら説明されても産後の女性の体の状態を

想像しきれません。櫻田さんの場合、「産後の女性の体は、

交通事故にあったくらいの状態なんだ」という言葉で、リ

アルに奥さんの産後の体をイメージできたと言います。

佐伯さんは、育児と家事を一手に引き受けた当初、嘔

吐してしまうくらい精神的にも肉体的にも疲れ果ててしまっ

たと言います。健康な状態の自分でもそうなのだから、出

産を経て体がボロボロで、ホルモンバランスも崩れて精神

的にも不安定な産後の女性が、育児と家事をこなすのは、

藤岡さん 佐伯さん 櫻田さん

竹安さん 前田さん 廣島
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想像するだけでも恐ろしいことだと、経験してみて思ったそ

うです。こうした男性としてのリアルな体験談をお伝えいた

だくのも、男性の理解につながるのではないでしょうか。

「ふだん、ベビーマッサージ教室をしていて、育児

や家事と言った直接的な関わりのほかに、心のサ

ポートが必要なママも多くいます。奥さんが、心

のヘルプを必要としているとき、ここにいるパパ

たちなら、どんなケアをしますか？」

竹安さんは、「笑顔カード」をつくって、奥さんに渡して、

いつでもつかっていいよ、と伝えているそうです。自分が

笑顔になれることなら、どんなことでも使えるカードです。

たとえば、ママ友と食事に行きたい、ライブやコンサート

に行きたい、買い物に行きたい、実家でゆっくりしたい…。

物理的なカードというのは、よいですね。言葉だけで「な

にかやりたいことを、やっといで」と言っても、気兼ねや

罪悪感が生じます。カードはそうした心理を生むことなく、

甘えやすいと思います。

藤岡さんは、しっかり

話す時間をつくり、スキ

ンシップをするそうです。

その際、無暗に解決策

を言うのでなく、徹底的

に相手の話を聞く。否

定はしない。すると、話

しているうちに、心がすっきりして、気持ちも整理されて、

自己解決に向かいます。藤岡さんのこのアプローチは、

カウンセリングの基本をおさえたとても有効な対応です。

前田さんは、非日常をプレゼントしているそうです。日

常生活のなかでは、どうしても心が煮詰まってしまう要因

が、まわりにたくさんある。そのため、近場の旅行をした

りして日常から一時避難する。そうすると、普段はしない

ような会話にもなって、気分転換できて、気持ちのリセッ

トもできると、奥さんからの評判も上々だそうです。

オンライン座談会、こういう話を求めていました !

パパたちのぶっちゃけトークで子育てをめぐる男性

の思いなどとても興味深く参考になりました。

夫婦問題、会社と子育て、家事のワークライフバラ

ンスに対する思いなども時代の変化とともに最近の

様子を知ることができました。

育児コンサルタント　60 代　東京都

座談会の第 2 部のパパたち、夫たちの本音が、ぶっ

ちゃけトークで面白かったです。

オンラインということで、男性陣は自宅のリラックス

した空間ということもあり、話しやすかったのでは ?

と思いました。どう奥さんに気をつかっているのか

がわかりました。

女性が男性だけのこうした話を聞けるのはオンライ

ンならではだと思いました。

障がい者相談支援員　50 代　大阪府

パパたちが子育てにとても関心があり、意識も高い

ことに良い意味で驚かされました。

私が子育てをしていたころとの違いも知ることがで

き、学びも多かったです。おばあちゃん目線ですが、

パパさん応援団になりそうです。

英語講師 育児サロン & 子ども英会話教室主宰

　50 代　群馬県

世のパパたちが育児が当たり前になる時代に変わ

りつつあるのを感じました。ところどころ、母親サ

イドとして突っ込みたいところもあり、楽しくお話を

聞けました。

育児支援 講師　40 代　愛知県

私は月に 1 回、パパママ対象の交流会を開催して

います。今回のようにパパたちが本音をさらっと話

せる世代ということで、今後参考にしてママたちへ

の支援に活かしたいと思います。

助産師　70 代　岐阜県

オンライン座談会 第二部 「パパの本音、 夫の本音」 への
声
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今年の優秀実践発表は、オンラインでの発表となりま

した。一人目は、医療・看護部門の人見碧さんです。人

見さんは、出張助産院という新しい助産院のカタチを実

践し、「専属助産師」というコンセプトで活躍されています。

人見さんは、横浜市青葉台で、助産師として「出張助

産院 人見碧」を開業し、青葉台地域ケアプラザでベビー

マッサージ教室の運営もしています。小学 1 年生、年中、

7か月（2020年11月当時）の 2 男 1女のママでもあります。

アタッチメント・ベビーマッサージ
との出会い

人見さんが、アタッチメント・ベビーマッサージのイ

ンストラクター資格を取ろうと思った直接のきっかけは、

長男の出産でした。「この子のために “ いまできるイイこ

と ” を、何でもしてあげたい」その思いが一番だったと

言います。

もちろん、この資格を助産師として“仕事に活かしたい”、

“ スキルアップしたい ”という目的も同時にありました。

いざ受講してみると、助産師だけでなく、保育士や看

護師、子育て支援をはじめとする“ 他業種 ” の方 と々知り

合い、情報交換し、意見を聴くことができたのが、大き

な収穫でした。これを機に、人見さんは、助産師として

の自身の活動方針を考えるようになります。

出張助産院とベビーマッサージ教室の「プラス・シナジー（相乗効果）」

出張助産院というスタイルを
選んだ理由

人見さんが、助産師としてママたちに関わっていて、わ

かってきたこと。それは、「月齢の小さい赤ちゃんとどう

関わっていいかわからなくて不安を抱えるお母さんが、こ

れほどに多かったのか！」ということでした。

出産のプロである助産師の自分だって、わが子を産む

のははじめて。はじめての子育てに不安をもち、悩み苦し

みました。そして思いました。

「わたし専属の My 助産師がいて、子育てをサポートして

くれたら、どんなにいいだろう」

助産師だって、自分の子育てでは、助産師のサポート

人見 碧 さん  （神奈川県）

取得資格

医療・看護部門

助産師　「出張助産院 人見碧」経営

優秀実践者表彰式・実践発表
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が欲しかったのです。実際に、人見さんは、友人の助産

師にプライベートで相談に乗ってもらい、とても心強かっ

たそうです。これが、「My 助産師」のコンセプトの原型と

なり、「出張助産院」というスタイルで活動しようと決め

た理由でした。

出張助産院ってどんな助産院なの？
これまでは、お母さんが助産院に行くというのが一般的

でした。出張助産院は、助産師がお母さんの家へ行きます。

メニューは、母乳ケア、母乳育児支援、妊産婦ケア、

沐浴や離乳食の指導など一般の助産院と変わりません。

人見さんは、これらに加えて「ベビーマッサージ指導」を

導入しているところが特色となっています。出張助産師

サービスとベビーマッサージ教室は、相互作用でとてもう

まく機能するのですが、それについては後述します。

ケアプラザでのベビーマッサージ教室
横浜市独自の取り組みである“ ケアプラザ “ は、地域に

ひらかれた施設で、市内に140か所あるそうです。コーディ

ネーターと呼ばれる人がケアプラザで行う企画や教室な

どを取りまとめます。

人見さんも、このコーディネーターに子育て支援事業と

して、ベビーマッサージ教室の企画を持ち込んで採用さ

れ、今年（2020 年現在）で 4 年目になります。

人見さんがケアプラザでおこなうベビーマッサージ教室

は、『①ベビーマッサージ』・『②季節のイベント』・『③ラ

ンチタイム』の 3 部構成となっています。各部 1 時間の

合計 3 時間で、各部ごとに参加を募っているそうです。公

的な子育て支援としては、かなり手厚い内容だと思います。

参加費は、オイル代の 300 円のみ。集客は、ケアプラ

ザのコーディネーターが、チラシやブログ配信によって行

います。ご自身でも、インスタグラムでの告知を行ってい

ます。定員 20 組は、安定して埋まります。この安定した

集客力は、公的な子育て支援のよいところです。

ベビマ教室と助産院のプラス・シナジー
ケアプラザのベビーマッサージ教室に来たお母さんた

ちは、こんな感想を持ちます。

「他のママとの交流ができてよかった」

「毎月いろんな企画が体験できて楽しい！」

「発達の話や子育ての話が勉強になる」

「リフレッシュできる」

「気軽に助産師さんに相談できる」

最終的には「人見さんと知り合えてよかった」につなが

ります。それがキモです。そうなれば、出張助産院のサー

ビスに興味を持った人は、利用してくれます。もともとベ

ビマ教室で人間関係ができていますので、これが、とて

こうした市が独自に行う子育て支援は、集客力

が高く、信頼性も高いので、「入り口」としてとて

も効果的です。そこで、満足度の高い教室を提供

できれば、リピーターとして自身の提供するサービ

スの利用につながります。

座談会・第一部で出演していただいた愛知県の

安原さんも、豊橋市の「幼児ふれあい教室事業」

を活用されていました。（P.6 参照）
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今やっていることを、さらに続けて、
広げたい

そんな人見さんに今後の

展望を聞くと、

「M ｙ助産師（専属助産師）

のコンセプトをひろげたい。」

「断乳・卒乳で悩むママを救

いたい。」

「ベビマ教室をとおして、妊娠中から産後のママをサポー

トしたい。」

どれも、今の活動をより活発に行う内容。いまやりたいこと

は、カタチになっていて、これを地道に続けて広げていく、

というものです。これは、子育て支援において、もっともステ

キな展望だと思います。人見さん、これからも応援致します。

も自然な形で行われるわけです。

つまり、ベビマ教室は、人見さんを知ってもらう「入り口」

なのです。そこで人見さんは、満足度の高い教室を提供し

ます。ここには、人見さんも、相当な苦労と工夫をされた

と言います。そうしていると、生徒さんと人見さんに信頼

関係が生まれます。その中から、母乳ケアや育児相談な

どのニーズのあった人は、助産院のお客さんになってくれ

ます。また、人見さんのことを、クチコミもしてくれます。

結果として、出張依頼件数がアップしたわけです。さらに

言えば、「出張助産院」という聞き慣れない業態の知名

度を上げることにもつながっており、助産院業界そのもの

に貢献しているとも言えます。

この「プラス・シナジー」こそが、出張助産院を開業す

る人見さんのビジネスモデルと言えるのです。

ほかにも、開業している方にとっては、参考に

なるケースです。たとえば、ママ向けのリラグゼー

ションサロンや、整体、あるいは歯科医院でも応

用できます。

ふたり目の優秀実践者は、子育て支援部門で受賞され

た広島県の宮河由美さんです。バリバリのキャリアウーマ

ンで、子どもを産んだ後もキャリアママとして、フルタイム

で仕事をしていた宮河さん。そんな彼女に転機が訪れます。

子育ての頼みの綱だった
お母さんの急逝

フルタイムで仕事をバリバリこなす宮河さんにとって、子

育ての頼みの綱だったお母さん。ある日曜日の夕方、救

急搬送されたお母さんは、そのまま目を覚ますことなく、

お亡くなりになられました。

その数日前のお母さんの言葉…

「仕事をがんばるのも良いけれど、子育てはいまが大切

だよ。これから10 年今の仕事を続けて 10 年後に後

悔しても遅いんだよ」

元キャリアママが取り組む子育て支援のカタチ

人見さんの優秀実践発表の全文は

「理事長ブログ」にてご覧いただけます。

https://www.naik.jp/blog/director/archives/2140

宮河 由美 さん  （広島県）

子育て支援部門

マザーズハローワーク広島 チャイルドサポーター 保育士

取得資格
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いまも、心のなかに大切に残るこの言葉。そんなお母さ

んの思いにこたえるために、宮河さんは仕事をきっぱり辞

めて、専業主婦として子育てに専念します。そして、不妊

治療に取り組んだすえに、長女の出産から 8 年をあけて

第二子の出産。

赤ちゃんを目の前にして不安が募ります。お母さんは、

もういません。それに加え、「“ 小さいお母さん ” になって

くれるだろう」と期待していたお姉ちゃんは、激しく赤ちゃ

んがえり。

人と人の糸が紡がれて、
人生の先輩に出会う

どうしてよいかわからず、すがるように受講したアタッチ

メント・ベビーマッサージと育児セラピスト。ここで学ん

だことを、ひたすら子育てで実践しました。翌年、育児セ

ラピスト1 級を受講したとき、出会いの糸が紡がれます。

最初の糸は、担当講師の権先生。「広島県でアタッチメ

ント・ベビーマッサージ教室の実績が豊富な看護師の杉

原さんがいますよ」この言葉から、杉原美代子さんとの

出会いが紡がれました。

杉原さんの生き方、子育て支援の活動はもとより「広

島県からアタッチメントを拡げたい」という思いに深く共

感しました。当時すでに杉原さんは、同じ思いを持つ育

児セラピストの同志数人で、勉強会や共同企画を主宰し

ていました。（わたしは勝手に「杉原組」と命名しています）

「自分も、杉原さんの活動に加わりたい」そう思った宮

河さんは、すぐに「杉原組」に入れてもらい、他のメンバー

とも交流を始めます。今年は、コロナ禍でかないませんで

したが、このメンバーは、毎年「全国大会・大阪」で会

うことを決めています。そんなやり取りの中、 “ アタッチメ

ント広島 ” の構想が立ち上がったそうです。

活動にあたって、子育て関連で再就職
まずは現場経験をつむために、子育て関連で就職する

道を模索しました。見つけたのはマザーズハローワークの

チャイルドサポーター（託児・保育）の仕事。この職を得

る際に、育児セラピストをアピールしたのは、効果的だっ

たと言います。また現場で、はじめて会うお母さんや子ど

もと接するのに、育児セラピスト1 級の知識とスキルは、

フル活用できているそうです。

こうして、自身でも現場経験を積みながら、そして、人

生の先輩である杉原さんに見守られながらアタッチメント広

島の活動をすすめます。活動メンバーは、看護師の杉原さ

んをはじめ、保育士など「育児の専門家」4 名と、運営サポー

トを担う一般会員 4 名、そして賛助企業 1 社という構成。

自動車メーカーの
ショールームでの教室

広 島 市 中 区にある

トヨタの 地 域 密 着 型

シ ョ ー ル ー ム「CLiP 

HIROSHIMA」。ここ

は、自動車ショールー

ムにとどまらない、地

域コミュニティの場とし

て開設されたそうです。

じつは、宮河さんは、以前からここに目を付けていました。

そして、オープンするとすぐにベビーマッサージ教室の営

業に行ったそうです。この企画は、先方のニーズにピタリと

合って、すぐに採用され、定期的にベビーマッサージ教室

とアタッチメント・ジム教室を開催するようになりました。

いまでは、親子向けだけでなく、さまざまな教室が開

「アタッチメント広島」という“人が集える箱 ”を

つくって、そこを拠点にするのは、人と人が連携し

て活動する場合には、非常に有効といえます。
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催されていますが、宮河さんの取り組みは、この施設にとっ

てはフロンティアとなったわけです。

小児科クリニックのオープン・スペース
での教室

同じく広島市中区の内科・小児科医院「ほーむけあクリ

ニック」では、月1 回ベビーマッサージ教室と離乳食教

室を開催しています。

教室を入れることができたきっかけは、やはり宮河さん

の飛び込み営業。ほーむけあクリニックの院長先生のお

昼休憩時間に、プレゼンを聞いてもらったそうです。アタッ

チメントの話、アタッチメント・ベビーマッサージが産院

で取り入れられている事例、大学の単位としても認められ

ていることなどを熱弁。話を聞いた院長先生は…

『みやがわさん、いい人ですね (*^_^*)、ベビー・マッサー

ジやりましょう！』

プレゼンは、技術でも内容でもありません。熱意と人

柄です。教室は今年（2020 年現在）で 3 年目をむかえ

るそうです。

権先生からのアタッチメントのバトンは、
さらにつながる

前出の権先生が、別の育児セラピスト講座で「アタッチ

メント広島」の話をしました。そのときの受講生 2 人が、

アタッチメント広島に加わってくれます。権先生からのア

タッチメントのバトンが、またもつながった瞬間です。

保育士の岡本雅子さんと歯科衛生士の後藤奈美さん。

こうしてアタッチメント広島の活動に、幅が生まれ始めま

した。

今後の展望として、ボランティアから
収益型への挑戦

アタッチメント広島の活動方針は、地域貢献であり、ボ

ランティアを前提とした子育て支援でした。あたらしいメ

ンバーの加入により、その方針に変化があらわれました。

「永続的につづける」ためには、収益性も必要なのでは

ないか。さらに、お母さんたちのアンケートをみると、「もっ

と料金をたくさんとってもよいのでは？」という声も。

コロナ禍で少人数の運営を余儀なくされる中、半分の

定員でも活動が続けられるように、満足してもらえるよう

に、料金改定にチャレンジしよう。そんなチャレンジも始

めているそうです。

後藤奈美さん（右）との2ショット

この試みがどちらに転ぶかよりも、やってみるこ

とが大切です。うまくいかなければ、原点に帰れば

よいだけです。大事なことは、宮河さんが人とつな

がり、それをモチベーションに活動を続けている事

実です。これからも人と人がつながる活動を、永く

つづけてください。

宮河さんの優秀実践発表の全文は

「理事長ブログ」にてご覧いただけます。

https://www.naik.jp/blog/director/archives/2155
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優秀実践発表では、「My 助産師」というワードにド

キッとしました。プレママや新米ママにはどんなに

心強いことでしょう。これからもぜひ頑張ってくだ

さい。

認定こども園 園長　60 代　宮崎県

同業の人見さんの発表に勇気づけられました。同じ

県内でしたので、いつか直接お目にかかりたいと思

いました。質問されていた方も以前に全国大会でお

話したことがあり、そのまま活躍されていらっしゃ

るのだなとモチベーションが上がりました。

助産師　50 代　神奈川県

人見さんの発表は私とは異なる立場、視点でとても

参考になりました。また、刺激も受けました。「My

助産師」というのがもっと広がれば産後うつなども

減らすことができるかもしれないと思いました。ベ

ビーマッサージがマストであることに納得しました。

保育士　40 代　広島県

お二人ともにとても素晴らしい仕事をしていて、子育

てをしながら仕事でも輝いている姿が素晴らしいな

と思いました。

リトミック講師　60 代　愛知県

お二人の発表からママたちのニーズがわかりやすかっ

たです。ご縁やつながりのうえで教室運営が成り立って

いるんだと感じました。チラシなどをつくるメリットな

ど教室を続けていくうえで、とても参考になりました。

看護師　40 代　北海道

同じ意識を持つ方とのつながりにより新たな発想

やパワーを得るものだと思いました。「アタッチメン

ト育児協会」を知り、学んだことからスタートして

いる現在のご活躍を心から応援させていただきた

いと思いました。

看護師　50 代　東京都

優秀実践発表では、「アタッチメント広島」のエネル

ギーがすごいなと感じました。つながりができると

一緒に考えることもでき、いいなと思いました。

障がい者相談支援員　50 代　大阪府

人見さんも宮河さんも土台をしっかりと固め、そこ

から活動を広げていてとても素晴らしいと感じまし

た。個人で全て動いている私は、宮河さんのような

他のセラピストの方々とつながり活動を広められて

いることもとても刺激になりました。皆さんのお話

を伺い、それぞれができることを見つけ、それを実

行していくことの大切さもさらに感じました。私も

まだまだ頑張ります。「継続は力」ですね。

育児サロン & 子ども英会話教室主宰

50 代　群馬県

お二人とも地域貢献として活動されているのが素晴

らしいなと思いました。人としてとてもパワーがあ

り、引きつけられました。お二人の活動で助けられ

たママさんたちはたくさんいらっしゃり、お二人の

ご活躍の素晴らしさを感じました。

中学校教諭　30 代　奈良県

優秀実践者表彰式 ・ 実践発表への

表彰式の様子

[ 医療・看護部門 ] 人見 碧さん [ 子育て支援部門 ] 宮河 由美さん

声
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グループ 1「生まれた赤ちゃんすべてにベビーマッサージを！」

ランチ・お悩みスーパーバイズ in2020

本日の座 談 会・第一 部

の古橋さんの「ベビーマッ

サージは予防接種と同じ

です」という言葉は、胸

にストンと落ちました、と

発表者の松﨑さん。それ

を受けて、助産師として出

てきた言葉…

「生まれた赤ちゃんすべてに、ベビーマッサージを」

＠助産師

これを受けて、会場からはこんな反応がありました。

保育士の長谷川さん。

「すべての保育士に、ベビーマッサージ資格を！」

＠保育士

アロママッサージの資格も持つ長谷川さんの実感。

人の体は、触ってみて初めて分かることがある。ママも

パパも、赤ちゃんに触って、感じてほしい。そういう機

会を、保育士として提供していきたい。

グループ 1 は、ベテランの方も多く、最終的にこの本

例年、ご好評いただいているスーパーバイズを、今年はオンラインで行いました。

「今抱えている問題・悩み」をグループごとに話し合ってもらい、それに対して当協会理事長の廣島のスーパーバイ
ズのもと、参加者全員からも意見をもらう、というものです。

質的な主張に行き着いたようです。わたしは、この主張

を聞いて、ある種の達成感を感じました。13 年前（2007

年当時）当協会を設立したとき、『どの地域にも育児セ

ラピストがいて、ベビーマッサージを習うことができて、

悩みを相談できる世の中』を描きました。

2020 年の今年の全国大会で、その理想は達成でき

ているのだと実感しています。それと同時に、あらたな

野望として、この提言が立ち現れたのだと。

「生まれた赤ちゃんすべてに、ベビーマッサージを」

われわれが次に描くのは、まさに『予防接種のように

ベビーマッサージをする世の中』ではないでしょうか。
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グループ 2

グループ 3

子どもが生まれてからの、夫婦のすれ違いをどう扱えばいいの？
そこから起こる夫婦のいさかいや、セックスレスの問題も深刻です

エスカレートするお母さんの要求と保育の質は、どこで折り合うの？

ランチ・お悩みスーパーバイズ in2020

発表は、愛知県から参

加の高橋さんからの保育

に関する質問でした。

親も変わってきて、親が

保育園に求めるものや、

お母さんの保育園との付

き合い方も変わってきて

います。中には、自分が楽しむために保育園にあずけ

るお母さんや、ネグレクトをうたがってしまうようなお母

さんもいます。保育士としてのわたしたちの思いは、子

どもたちによい保育を提供したいということです。しか

グループ 2 は、座談会・

第二部のパパたちのグルー

プです。発表は、藤岡さん。

この話の背景には、夫婦

共働きであることもありそ

うです。

発端は、メンバーの佐伯

さんの事例でした。子どもが生まれて間もないころ、さ

さいな喧嘩の末に奥さんから思いもかけずもらった手紙。

夫婦間のスキンシップが減り、セックスレスになっている

こと、それによって、ふたりの関係がすれ違ってしまって、

このままでは良くない、という内容でした。夫の佐伯さ

んは、あらためて言われてみればそのとおりと思いました

が、奥さんからの手紙がなければ、何も気づくことなく、

ある日突然、離婚になってしまってもおかしくなかったか

もしれない、と回想します。

この話を受けて、秋田県の高橋さんから、「東北の男

性は、スキンシップとか夫婦間コミュニケーションなん

て気にかけもしない。関西人気質ですかねー。」それと

ともに、世代の差もありそうです。

し、その思いと、お母さんたちの要望が折り合わない

ことが多いのも現実です。

これについて、横浜市で子育て支援事業をされている

長田さんのお話。横浜市は、裕福な層も多く、まさに自

分ために保育園にあずけるお母さんは多いそうです。同

じ地域で保育士をする長谷川さんも同様の状況と言いま

す。オムツをはずすのを保育園にまかせるお母さん、離

乳食指導をしても、できないから保育園でやってください

と言うお母さん。要求は過剰だけど、協力はしてくれない。

何か起これば、責任を追及してくる。そんなお母さんが増

えているようです。会場の方々が一様にうなずいているの

さらに、会場の小谷さんのお話。共働きで、子育て

も家事も分担する小谷ご夫妻は、子どもを寝かしつけ

て落ち着いた一日の終わりに、お互いをねぎらうため

の「ハグ」を毎日するそうです。ハグをルーティーン化

すると、それが夫婦の潤滑剤になると言います。さらに

鎌村さんは、ベビーマッサージ講座で習った「パパマ

マ・マッサージ」は、ハグと同様の効果があると報告し

てくださいました。グループ 2 のメンバーの竹安さんも、

「行ってきますのチュー」をするようにしたら、一日のや

る気が出るのを感じたと言います。

会場の本郷さんからは、出産直後は、スキンシップを

受け付けない時期があったので、代わりに手紙のやりと

りをして、気持ちを伝えたと言います。佐伯さんの奥さ

んからの手紙もそうですが、文字の力は、スキンシップ

に通じる効果がありそうです。
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グループ4 カジュアルに集える場をつくってほしい

発表者は、前出の長田

さん。このグループは、

メンバーが関東地区だっ

たので、地域性を前提と

した話が出来たことがよ

かったと言います。悩み

というよりも要望なので

すが、ひとりで活動して

いると、モチベーションにも限界があるときがあります。

そんなときに、なにかカジュアルに集まって、情報交換

したり、刺激をもらったりできる小さな勉強会のような

集まりをやってほしい。

これについては、今回の優秀実践発表をしてくれた

宮河さんの事例が参考になると思います。宮河さんは、

杉原さんという先輩を通じて、杉原組との交流を深め、

年に一度、全国大会・大阪で会うようになります。地元

では、自らも活動をはじめます。それを、同じ広島県

の育児セラピスト2 人が聞きつけて、ジョインしました。

を見ると、まんざら特殊事例ではなさそうです。

こうした状況の背景には、お母さんたちのストレスが

見え隠れします。心の余裕がなくなっている。追い詰め

られている。大事にされていない。だから、誰かほか

の人に同じ仕打ちをしてしまう。悲しいマウンティング

の連鎖と言えます。

これに対応できるひとつの光明は、パパたちの変化で

しょう。今回参加してくれた 5 人のパパのように、子育

ても家事も二人でするのが当たり前の夫婦なら、悲しい

マウンティングは生じません。

もう一つは、今回のスキルアップで学んだアドラーの

目的論で考える解決法です。人が病気になることにさ

え、その人の目的がある。その真の目的こそが、解決

の糸口なんだというアプローチです。すると見えてくる

のは、マウンティングするお母さんの真の目的は、「大

事にしてほしい」「認めてほしい」です。そこを保育士

それぞれのメンバーは、だれに言われるでもなく、自ら

の意思でつながっています。こうした小さなつながりは、

この全国大会をきっかけに、いくつも起こっています。

わたしは、これに尽きると思っています。この全国大

会は、そうした人たちがつながるための「きっかけ」です。

その後の「つながり」は、自然発生的なもので良いと思

います。つながる縁もあれば、そうでない縁もあります。

ぜひ、この全国大会を「お互いがつながるためのきっ

かけ」としてご活用いただければ、うれしいです。

の立場や子育て支援の立場から満たしてあげることは、

解決のひとつとなるでしょう。

　宮崎県の野﨑さんの子ども園では、10 年以上前か

らベビーマッサージ教室をやっています。続けていくな

かで、明らかに良い変化を感じています。そして、実際

にクレーマーゼロの園を実現されています。この話は、

グループ 1 の話とつながります。「すべての園でベビー

マッサージを！」長期的な意味で、このお悩みの解決

策となり得ます。
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グループ 5 受講した講座を復習したり、
スキルアップしたりできるカジュアルな研修がほしい

グループ 5 の瀧 川さん

も、グループ 4 の長田さ

んの要望と同様のもので

した。この要望は、多く

のみなさんが持つ要望と

して受け止めていますの

で、わたしの展望を述べ

たいと思います。

じつは、コロナ前から構想していたことがあります。

それは、「地域勉強会」です。ここでやることは、いろ

いろ考えられます。

例えば、資格ごとに集まって、その講座の活用方法やス

キルアップなどをする。あるいは、教室を実際にやってい

る人たちで集まって、事例発表をする。このお悩みスーパー

バイズのようなことを、地方でやる…アイデアは尽きません。

講座を受講する時間はないけど、半日くらいをつかっ

て、スキルアップを図りたい。自分の悩みや問題につい

て、他の立場、業界の人の意見を聞いてみたい。下が

り気味のモチベーションを上げる刺激を得たい。

これについては、最初は Zoom ではなく、対面で行い

たいと考えています。そのため、コロナが落ち着いてか

らになろうかと思いますが、こんなことを考えています。

幸いにも、当協会の講師は、関東には、東京、横浜、埼玉、

中部は名古屋、関西は大阪、九州は大分、宮崎、北陸は

富山、東北は秋田と、北から南までおりますので、この講

師たちのファシリテーションで展開を考えています。もち

ろん、神出鬼没ですが、わたしもお邪魔する予定です。懇

親会で、ご当地の美味しいものを食べるのも楽しみです。

来年には、具体的なお知らせができると思いますので、

楽しみにしていてください。

ランチミーティングとお悩みスーパーバイズでは、保

育士さんや助産師さんの現場の声が聞けてよかったで

す。ランチミーティングでは、自分の悩みについては

語る時間はありませんでしたが、お悩みスーパーバイ

ズのなかで、答えにつながる内容をたくさん聞くこと

ができました。子どもがちょろちょろと話しかけてくる

なかでの参加でしたが、オンラインだったので、気兼

ねなく参加できてよかったです。来年もベビーマッサー

ジ教室を続けていくモチベーションが上がりました。

看護師　40 代　北海道

ランチミーティングとお悩みスーパーバイズでは、お

久しぶりの方に会えたり、地域の近い年齢や背景の

違う方とも会えて、とても楽しかったです。

保育士　60 代　神奈川県

3 人のグループメンバーでゆったりと各々の考え、現

在の心境を共有することができ、ヒントをもらえた

り同じこと ( 開催場所や集客方法など ) で悩んでい

たり、皆同様に頑張っていることで自分自身も模索

しながらも進んでいこうと思いました。

助産師　60 代　福岡県

時間が足りないと思うほど充実した内容でした。実際、

活動されている方の悩みや本音をお聞きしたことで私

自身も勇気づけられました。参加できて良かったです。

50 代　愛知県

土地柄、職業柄、色々な考えの方の話を聞けるので、

自分の考えを思い直す機会になりました。

保育士　50 代　秋田県

ランチ ・ お悩みスーパーバイズへの
声
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