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（多世代交流ひろば みんなのて）  － Ｒ３・１発行 － 
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【 「ちっちゃなて」のミラクル♪に感謝 】 

  

 秦野市には妊娠中の方、3 月末で 4 歳までの子とその保護者が自由に、気軽に利用 

できるフリースペース、「ぽけっと２１」と「ちっちゃなて」があります。その中でも 

「ちっちゃなて」は地域の皆様からのご提案で発足し、企画運営されている大変あり 

がたいミラクルな施設です。 

 子が生まれ親になり、子を育てていく、これは昔からの自然の 

摂理なのですが、核家族化、少子化の中で成長し、子とのかかわ 

り方ががわからず戸惑う保護者は多いのではないでしょうか。効 

率よく家事をこなせる道具類が増え便利になった反面、スマホな 

どから溢れる情報に逆に混乱し、不安になる保護者も多いです。 

さらに、昨年から続くコロナ禍の影響で密を避けなければならず、 

人との関係づくりが厳しい状況にあります。 

 日中、他者と関わらずにこと 2 人きりの環境は不安感に加え焦燥感、閉塞感など様々 

な感情を生み、さらに気持ちが不安定になります。便利な道具類は「気持ち」を救って 

はくれません。「うちもそう！」「そうか、それでいいんだ！」状況を変えるきっかけ 

は、ちょっとした言葉のやりとりではないでしょうか？「大丈夫だよ」その一言に救 

われることがどれだけあることでしょう。人を救うのは結局、どうぐではなく、気遣 

い、思いやり、寄り添う気持ち、人とのつながりなのです。 

 『つながるつながるつながるなかでわたしはわたしを見つけ出す』私の原点でもあ 

る、俵万智さん作詞の「てをのばす」という歌の 1 節です。今では地域にすっかり根 

付いた「ちっちゃなて」で、皆様の心がつながる中で、それぞれ自分自身を、自分の居 

場所を見つけてくださっていると感じています。 

 なんでもやりたがるけどうまくいかなくて癇癪を起す 2 歳児、貸して、入れて、と 

他者とのかかわり方を学ぶ 3 歳児、子の発達段階ごとに悩む内容は変化します。何気 

ない会話の中での共感が目の前の霧を散らせ、気持ちも考え方もすっきりさせてくれ 

ます。人格が形成される大事な時期、同年齢の子を持つ保護者同士が、親子を見守り 

気持ちを寄せてくださる地域の皆様が、つながり続けていただくことが、親子の笑顔、 

無限の可能性を引き出す原動力となるでしょう。皆様が出会ってつながって生まれる 

ミラクル。このミラクルに関わってくださっている全てに感謝しています。コロナ禍 

でツラいこの時期も、みんなで乗り切っていきましょう！  

（秦野市役所こども健康部子育て総務課 田中裕子） 
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緊急事態宣言が再び発令されました！ 

いよいよ新型コロナ感染症の第三波が急速に広がってきまして、とうとう恐れて 

いた緊急事態事態宣言が発令されました。 

発令に伴い、重症化リスクの高い高齢者を対象としたおっきなては、サロン活動 

も宣言解除まで一時休止となりましたが、現在のところ、ちっちゃなての方は今 

まで通りの運営となります。 

1月半ば現在、感染者数もまだまだ上昇中でして、この数字の伸び方次第ではこ 

れから先のサロン活動にも影響がでかねません。 

今後、ちっちゃなてのサロン活動にも影響が出てくるようでしたら、メルマガ会 

員さんには一斉メールでお知らせいたしますが、ぜひ秦野市のホームページの方 

も注視しておいてください。 

また、これを機会に、ちっちゃなてにまだメール登録をされていない方は、ぜひ 

ちっちゃなて事務局のメールアドレスまで、ご自身のお名前とアドレスの登録を 

お願いいたします。 

 

 

会員登録にご協力ください 

みんなのてでは、政府からの要請により、新型コロナウイルスに感染された方が 

いらっしゃった場合に、同時にご利用いただいていたほかのご利用者様に対して 

確実に連絡が取れるよう、必要事項をご登録いただいております。 

個人情報としての取り扱いになりますので、管理の際のリスクを減らすために 

も、個人識別番号制(会員番号制)を取らせていただくことになりました。 

ちっちゃなても、おっきなても、ご利用者様の初回ご利用時には面倒な登録手続 

きをお願いすることになりますが、ご協力のほど、よろしくお願いいたします。 

 

ボランティアスタッフを大募集中です 

おっきなてと、ちっちゃなてでは、私達と一緒にサロンの中で働いてくれるボラ 

ンティアスタッフさんを募集しております。興味のある方はスタッフにお声がけ 

くださるか、0463(45)0534までお電話でお問い合わせください。 

 

ご支援・ご協力をお願いいたします 

 「みんなのて」では、各種金券（商品券やプリペイドカードなど）や物品だけ 

ではなく、現金による寄付もお受けすることができます。 

両サロンの運営をはじめとする私たちの活動に、賛同してくださる方々からの、 

熱い応援をお待ちいたしております。 
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3 月に予定しているミニミニ講座では、実際に講師の方に来ていただいて、生で

聞く物語の世界を楽しむ予定でいます。通常のサロンの中で行われますので、先

着 5 組までとなります。ぜひ、ご予約をお願いいたします。 

月お配りしている工作キットは、見本写真やその作り方がおうちでも簡単に見ら

れるよう、ちっちゃなてのホームページにも掲載させてもらっています。「ちっち

0，1，2 歳 

みなさん、ブックスタートという言葉をご存知でしょうか？  

 ブックスタートとは、絵本をきっかけに、赤ちゃんと家族のふれあいを 

応援する取り組みのことで、秦野市でも 7 か月児健康診査のときに幼児向 

けの絵本や子育に関する資料が入ったブックスタートパックを配布されて 

いるので、すでにご存知の方もいらっしゃるのではないでしょうか。 

まだ、字を読むことのできない赤ちゃんも、絵を見つめたり、読んでく 

れる人の声に耳を澄ませたりと、いろいろな楽しみ方があります。絵本を読むことで、大好きな

人といっしょに、その楽しいひとときを分かち合う、そんな幸せな時間が生まることでしょう。 

市の図書館では、0 歳児からでも図書カードが作れるそうです。ブックスタートをきっかけ

に、図書館でステキな絵本を見つけて、おうちの中での親子時間をぜひ楽しんでみてください。 

NPO ブックスタート 

https://www.bookstart.or.jp/ 

全国に広がる「ブックスタート」活動を

サポートする民間の NPO 法人です。 

活動理念や目的等、活動の運営に関わ

ることから、その年ごとの推薦図書ま

で、ブックスタート活動に興味のある

方にオールラウンドに答えてくれる、 

お勧めの公式サイトてす。 

https://www.bookstart.or.jp/ 

 

PO 全身運動をしています。「はう」

「よじ登る」「転がる」といった動作は

０，１，２歳の年齢に合ったです。これ

らは、この年齢以降の「走る」「跳ぶ」

につながる動きです。たくさん経験を

させてあげましょう 

 

絵本ナビ 

https://www.ehonnavi.net/ 

絵本専用のインターネット本屋さん。 

年齢別に絵本選びのポイントのレクチ

ャーが掲載され、スタッフによるお勧

め絵本もピックアップしてくれていま

す。一部、絵本の人気ランキングのコー

ナーなどもあるみたいです。 

E-Mail   little-hands@outlook.jp （ちっちゃなて 事務局） 

ＨＰ https:// www.minnanote-tsurumaki.com/chicchanate （ちっちゃなて）  

chicchanate.wixsite.com/little-hands （ちっちゃなて）       
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スケジュール 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

2 月  ひな飾り（工作） 

3 月   飛び立て！紙コップ鳥（工作） 
 

 

 

2 月   産後うつ 

3 月  お話の世界を楽しもう 

                ４ 

【２月】 

【３月】 

【ミニミニ講座のご案内】 

【プログラムのご案内】 



昨年末に、毎年恒例のおっきなてご利用者さ

まアンケートを実施させてもらいました。 

ご協力してくださったみなさま、大変ありが

とうございました。 

昨年度はいろいろあり、幾度となくサロン運

営の方法のリニューアルを余儀なくされていた

ため、少々不安があったのですが、アンケート

の回答のなかには、自由記述欄に不満ではな

く、満足たる理由まで書いてくだった方もい

て、スタッフ一同、自分たちへの自信にもつな

がりました。 

来年度もおっきなてを、どうかよろしくお願

いいたします。 

   

                                

  
E-Mail   large-hands@outlook.jp （おっきなて 事務局） 

ＨＰ  https://www.minnanote-tsurumaki.com/okkinate （おっきなて） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

                

５ 

～サロンでこんなことをしたよ～ 

 

おもしろ解説シリーズ 
 

おもしろ解説シリーズとは、本多

勝昭先生による、歴史の授業。 

初めてだった前回は、「今更歴史

を学ぶのって、みんな楽しいのか

な」と、実はちょっと利用者さんの

反応を伺いながらの様子見でした。

ところが先生の話術が巧みで、水戸

光圀公のおかれている立場や環境や

人物像、そして裏話まで、ワイドシ

ョーのごとき切り口で、その場の空

気をぐいぐい引っ張る！(笑) 

すぐに第二弾の忠臣蔵が討ち入り

同日の日(!)に企画されたのですが、

これまた 1回では収まらない、濃い

内容でして。「この続きは 1 年後の

12月に‥」と、先生から次回予告ま

でいただきました。(笑) 

みなさんからリクエストも高いの

で、第三弾もお届けする予定でいま

す。歴史上の人物が、まるで現代の

“話題の人物”のような、そんな錯

覚を受けること、請け負います!! 

きせつに会った解説って面白いの

発端はスタッフＫの「お正月に双六

をやりたいの！自分たちの手で人生

ゲームを作りたい！！」という一言

でした。 

主なアンケート結果 

★ 今までで印象に残ったプログラムは？ 

昭和歌謡(38%)、音楽鑑賞系(15.4%) 

★ どのようなジャンルのものに興味があ

りますか？  

音楽鑑賞系(28.1%)、脳トレ・ゲーム

(21.9%)、体操(21.9%)、講義系(12.5%) 

★ 利用者さんの年齢 

60代(0%)、70 代(86.7%)、80 代(13.3%)、

90代(0%) 

 

70代を中心に活躍中!(笑) 

 



 

  
     ※ 緊急事態宣言が解除されたのち、下記内容で実施します。 

【2 月】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【3 月】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「交流 ちっちゃなて」は子育て世代親子との合同サロンです 

★ プログラムは予約優先の定員制となります。 

   ご予約のお申し込みは、サロンまたはおっきなて事務局まで、電話または FAX 

(45-0534)にてご連絡ください。   

           ６ 

 

メインプログラムご案内 
ご参加の際には、所定の 

ご利用料がかかります。 



◆ 編集後記 ◆ 

緊急事態宣言が初めて発出されてから、約 1 年。 

コロナコロナで明け暮れて、どうにか新しい生活様式にも慣れ始め、ウィズコロ

ナという形でも安定しかけてたこの時期に。 

よもや、再び緊急事態宣言が発令される事態になろうとは！ 

さまざま局面から切り取ったコロナ関連のテレビ番組も最近は非常に増えてきて

いますが、その中でも最前線の医療現場を取り扱ったドキュメンタリーを見て、私

はその内容に愕然としてしまいました。 

･･医療現場はまさに戦場。 

戦時下‥、いいえ、戦闘現場での従軍医のような、お医者さまたちはそのような

様相でお仕事にあたられてました。 

トリアージ。 

人の命に価値をつけ、救えるはずの命を見捨てることすら強いられている現場

は、戦場そのものです。人の命を見捨てるという行為は、仕方のないこととはい

え、医者しての倫理を犯しその矜持にもきっと深い心の傷を残すことでしょう。 

自分達の行動いかんによって、このさまざまなものを犠牲にしてまで頑張ってる

人たちを、やるせない深い悲しみへと追いやってしまうことになるのだな、と。 

あらためて、自分の行動に対する責任を気づかされた思いです。 

医療従事者の方たちだけではなく、高齢者の命や生活を守る介護の現場で働く

人、またそれらの人を支える保育士さんたちなど、それぞれクラスターに対する不

安や感染リスクを感じながらも、ジレンマの中で懸命に頑張ってくれてる人たち

も、ある種の使命感でもってそこを乗り越えてくれていることと思います。 

何の技術も持たない私たちは、お仕事としてそこに協力することはできないけれ

ど、せめて今以上の悪い状況にはさせないぞ、と、自分の行動を抑制することはで

きます。誰もが一丸となってコロナに立ち向かい、ひとりひとりが今自分にできる

ことを、頑張っていきたいですね。              （文責：渡部） 
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多世代交流プログラムのメインテーマ 

【2月 25 日】 

みんなで体操 

【3月 28 日】 

元気の出るカード占い 

 

多世代交流プログラムは、毎月第四木曜日に開催しています 



   

        

  コラム    「楽しい地域交流の場に魅せられて」 

                            おっきなて  山下なみ子 

   

“おっきなて”を紹介されたのは、ご近所さんからのお誘いを受けたからで、単純 

に興味本位で、駅に近くて便利だから顔出ししてみようと思いました。 

最初、「知らない人たちの中でうまく馴染めるかしら‥」と半信半疑でブザーを押 

しました。今ではだいぶ慣れ、また、持ち前の図々しさで、わがままし方題させても 

らっています。それは、“おっきなて”や“ちっちゃなて”のスタッフさんの、親切 

で優しく人懐こい人柄によるのでしょう。 

スタッフのみなさんは、メインプログラムを考え、それに沿って日夜奮闘されてい 

ます。そんなお姿を拝見するたびに、頭が下がる思いです。私たちの興味のあること 

は言うまでもなく、頭の体操、健康体操、カード遊び、歌など、時期にあわせて、四 

季折々の行事などのいろんな観点からうまく織り交ぜ、幅広く用意されています。私 

などは、実に楽しい企画に魅せられています。毎日でも参加したいと考えています。 

しかし用事が重なり行けないときは、地団駄踏んでいます。 

たぶんこれからもコロナとは切っても切れない関係で、 

コロナとともに歩まねばなりません。今まで孫とも気楽に 

会えたのに会えなくなり、それの代用みたいに言うと語弊 

がありますが、“ちっちゃなて”の子供さんとの交流に顔 

を出してみたりしました。お子様と関わることで、孫と遊 

んでいる雰囲気を味わい、楽しいひとときを過ごしていま 

す。孫もこんな風に成長しているのかなと感慨深いものがあります。 

鶴巻に越して来て、本当によかった。 

   なぜなら、私の子供みたいなスタッフの方たちが、自分の親世代を寝たきりになら 

ないように奔走して、認知症にならないように配慮しています。そして、子育て世代 

には愛の手を差しのべる、そんなとても良い集いの場を設けてくださっているからで 

す。感謝に堪えません。 

   この場所に足を運ぶことにより、スタッフの皆さんとも仲良くなれたし、また、足 

を運ぶことにより、お知り合いがたくさんできました。皆さんと仲良くなれ、一緒に 

学び、遊び笑い、元気に老いていけることは、幸せです。 

   こんなに心の通い合う素晴らしい場所を提供してくださり、時にはカフェで鶴巻の 

昔を知り、古き良き時代を知りました。 

   だんだん人気が出て、満員御礼が出ている分野もあり、参加できないほどの盛況ぶ 

りに拍手を送りたいです。 

今後ともいろんな分野を取り入れて、子育て世代や、元気な年寄りを地域で育てて 

ください。よろしくお願いします。 

 

※ 多世代交流ひろば「みんなのて」は、鶴巻地区住んでよかったまちづくり協議会 

（宮川邦生会長）の居場所づくりプロジェクト事業のひとつです。 

８ 


