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みなさん、お久しぶりです。この度の東日本大震災で被害を受けられた皆様に、心よりお見舞い申し上げます。
一日も早く復旧されますこと、そして子供たちに笑顔がもどりますようお祈り申し上げます。 今年度「ほっとタイ
ム」は、6 回の発行を予定しております。サポセンは、子育てに奮闘するお母さんの強〜い 見方です。サロンも開催
しますので、ホッと一息つきたいお母さん、遊びに来てネ！

CAP との出合い
CAP つがる

代表

横浜にあるトランタンネットワー
ク新聞社が作っている︑お母さんの
お母さんによるお母さんのための
新聞です︒
記事を書いているのは︑もちろん
お母さん記者さん達︒子育てをし
ていく中での︑喜び︑苦しみ︑感動
を共有でき︑気づきをも与えてく
れます︒なによりも︑お母さんの
笑顔が一番︒お母さんが笑顔にな
れば︑子供もお父さんも地域の人
も︑みんな元気になれます︒

No.1

「お母さん業界新聞」って？

安原千苗

藤本裕子さんが、 新聞に連載したコラムが
一冊の本になりました。 題して 『百万母力』
（論創社） １５７５円 （税込）

ぼ りき

お母さんだけに与えられた︑﹁母力﹂
という素晴らしい力︒ それはすべてのお
母さんがもっている力なのです︒
まだ気づいていないお母さんも︑﹁母力﹂
のスイッチがオンになっていないだけ︒百
万人いれば︑百万人の ﹁母力﹂になりま
す︒子育ての素晴らしさ︑母親であるこ
との喜びを感じてもらえる新聞です︒
﹁お母さん業界新聞﹂は︑中央 ・舞戸
公民館︑鯵ヶ沢保育所内 ﹁バンビルーム﹂
役場庁舎内 ﹁母子支援センター﹂
︑ショッ
ピングセンター ﹁パル﹂に設置した子育て
情報ボードに置いてあります︒ぜひ︑お
手にとってごらんください︒
もちろん個人での定期購読の申し込み
も可能で︑新聞やウェブサイトからでき
ます︒
今年もサポセンは︑お母さんの笑顔を
作るお手伝いをしていきたいと思います︒
小さな事でも気軽にお問合わせ下さい︒

７月１５日 ︵金︶鰺ヶ沢中学校体育館にて
大人ワークショッププログラムを開催します︒

CAP は、Child Assault Prevention = 子どもへ
の暴力防止という意味で、暴力から自分を守るために
何ができるかを学ぶ人権教育プログラムです。CAP は、
ワークショップ（参加型体験学習）という手法を用い
て、学校のクラス単位で実施します。
CAP には、子どもワークショップとおとなワークシ
ョップがあります。子ども時代に暴力を受けて育つと、
なんでも暴力で解決しようとする大人になります。暴
力以外の解決方法を学ばなかったからです。暴力では
なく、言葉で自分の気持ちを伝え、問題を解決してい
くことが大切です。CAP はそのことを伝えています。
大人ワークショップは、教職員と
保護者にそれぞれ２時間必要です。
子どもワークの実際を伝え、信頼
できる大人になるために何ができ
るかを一緒に考えていきます。
学校以外でも大人ワークショップ
を実施しています。大人ワークショップが実施されな
ければ、子どもワークショップを実施できません。
子どもの気持ちを受け止める環境が必須だからです。
私自身、CAP を学ぶ以前は、やっつけようとする
気持ちから相手を問い詰めたり、否定したり、自分の
思いを押し通そうとすることがありました。CAP を
学んでから 9 年になりますが、自分の気持ちを知って
言葉にしていくこと、その気持ちを話すこと、気持ち
を聴くことがどれだけ大切かということを日々体験し
ています。子ども時代の体験から自尊感情を高く持て
ずに生きてきました。頑張って生きなければ認めても
らえない、自分をガードする壁を何重にもつくって生
きてきました。CAP を学び、多くの研修を受けてき
た中で、少しずつ過去の自分も今の自分も認めること
ができ、そのままの自分を受け入れることができるよ
うになりました。自分をガードする必要がなくなり、
一枚ずつガードしていたものを取り払っていくことで
気持ちが随分と楽になりました。周りにいた人たちが
私を助けてくれたからです。
鰺ヶ沢町にも、CAP を理解し
信頼してくれている人が少しずつ
増えています。CAP スペシャリ
ストも増えています。
CAP つがるは、鰺ヶ沢町のすべての
人に CAP を届けることを願って活動しています。
CAP との出合いは、きっと、みなさんの心の中に
何かを見つけてくれるのではないでしょうか。
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＊６月のサポセンサロン＊
「女性のカラダについて」
〜ふだん聞きにくいあんな事こんな事〜
と

き ： ６月２４日

（金）
１０時〜１５時

場 所 ： 中央公民館２階 和室
参加費 ： １００円

※お話を聞ける時間帯は、
１０時半から１２時ころになります。

いただきま〜す
いつまでも雪が降り、あの
大きな震災の後にもかかわら
ず桜は咲き、りんごの花も
咲いています。春ですね〜。
この春、新一年になられ
たお子様をお持ちの保護者
の皆様ご入学おめでとうご
ざいます。更に、一年上級になられたお子様の保護
者の皆様御進級おめでとうございます。
３月１１日のあの大きな地震の日、皆様はどの様
に過ごされていましたか？東北は、日本はどうなる
のだろうと、不安を覚えられた方も、私だけではな
いと思います。
我が家は夫の引越しで、準備におわれていました。
１２日、そうじも何も出来ずにあわただしく引越し
をし、盛岡にいる娘は、タクシーで帰ってくるとい
う前代未聞の状況でした。（ちなみに割り勘でした）
引越しと言えば、我が家の末っ子もこの春から一
人暮らしの為に引越しをしました。引越しと言って
も、すぐ近くなので安心をしているのか、アパート
に着いても錠を持っていませんでした。荷物も少し
にして、現地調達の予定でしたが、それでもあれが
ない、これがない。全部一人でやらせようと思った
親の思惑はどこへやら、今だに手も口も出さずには
いられない状況にあります。（だから過保護なのよ
ね〜）
小学校一年に入学した時に、自分
の事は自分でやらせて下さい。朝も
一人で起きれる様に習慣づけて下さ
い。前の日に準備をさせて下さい。
分かってるわよと言いたくなる様な
注意を沢山言われた記憶がよみがえ
りました。
まだ小学校だから、中学校だから
と甘やかしすぎたのかな〜と反省をしながら、歯が
ゆい思いを無理矢理のみこんでいます。
子育てって、その時すぐに結果は出ません。長い
年月をかけて、やっと身についてくれるものだと実
感しました。今日できる事を明日にまわすな。毎日
言い続けてきましたが、我が家の子どもの心に響く
のはいつの事でしょうか。

サポセンおすすめ
絵本コーナー

アスパラと牛肉のオイスターソース炒め
アスパラのおいしい季節になりました。旬のお野菜は、体にもいいし、
お財布にもやさしい鯵ヶ沢の特産品を、たっぷり食卓にどうぞ！！

― 材料 ―
アスパラ
６本
牛肉（赤身）
２００ｇ
しょう油
小さじ１/2
A ごま油
小さじ１/2
片栗粉
小さじ１/2
玉ねぎ
１個
しょうゆ
小さじ１
砂糖
小さじ１
B オイスターソース
大さじ１
おろししょうが
小さじ１
酒
小さじ１
サラダ油
大さじ１

― 作り方 ―
① アスパラは根元の硬い部分の皮をむき、斜め切りにする。
② 玉ねぎは縦に半分に切り、６〜８つのくし型に切る。
③ 牛肉は食べやすい大きさに切り、A で下味をつけておく。
④ フライパンを熱くし、サラダ油で②を炒める。
⑤ 牛肉に火が十分通ったら、アスパラ・玉ねぎを加え炒める。
⑥ 最後に、合わせておいた B を回しいれて出来上がり。
※ご飯にのせて、丼にしてもおいしいです。

【こども救急電話相談】

平日夜、土 ･ 日 ･ 祝日と年末年始
★ 携帯電話やプッシュ回線の電話からは、 午後 7 時〜午後 10 時 30 分

♯８０００
★ ダイヤル回線の電話や公衆電話からは、

０１７‑７２２‑１１５２

保育園
行事予定表

いわい としお

じめんのしたのふしぎないえ。
地球のなかには何がある？
こんどは地下へ !
「１００かいだてのいえ」シリーズ第２弾。
〜第一弾も合わせてどうぞ〜

６月 1１日（土）
26日（日）運動会
７月 ９日（土）
23日（土）

第２・４土曜日９時〜１１時

みなみ保育園

TEL：７９−２５３０

６月 25日（土）運動会
７月 19日（火）

たていし愛児園 TEL：７２−１２４６

かかしっこデイ
中村保育所

６月 25日（土）運動会
７月 23日（土）

TEL：７２−２７０４

「ちか１００かいだてのいえ」
作 ・ 絵 ： 岩井俊雄
出 版 社 ： 偕成社
税込価格 ： ¥1,260
（本体価格 ：¥1,200）

重症の時は、
まっすぐ病院へ
行きましょうね。

鰺ヶ沢保育所 TEL：７２−２０６７
毎週月〜金曜日
＜午前の部＞
８時３０分〜１ １時３０分
＜午後の部＞
１３時３０分〜
１５時３０分

６月 ２日（木）身体測定
７日（火）お誕生会
19日（日）運動会
21日（火）避難訓練
23日（木）グッドママスクール
29日（水）おでかけネット
（はまなす公園）

７月 ５日（火）身体測定
７日（木）七夕まつり
13日（水）ねぶたまつり
14日（木）ねぶた予備日
20日（水）避難訓練
27日（水）お誕生会
※6月か７月に給食試食会を
予定しています。

鰺ヶ沢町子育てサポートセンター

場所：中央公民館１階

【開設日】月・木【開設時間】９：３０〜１５：３０【TEL＆FAX】０１７３‑７２‑２８７４

【メールアドレス】kosodate@town.ajigasawa.lg.jp

