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＊よつばのおうち：一時保育・狭山市家庭保育室・障害児生活サポート
＊子育てプレイス奥富：子育てひろば（狭山市の委託事業）
＊保育サポート研究所：保育感情労働研究会･保育研修会等

赤字で会が消滅しないように・・・と腐心しながら、ここまでやって来ることができました。スタッフの頑張りと皆さまの温かいご支援に心から感
謝申し上げま
す。このところ“よつばのおうち”は入りたい方をお断りするほどの盛況ぶり。“奥富プレイス”も楽しい活動を工夫し、さやま
子育て支援ネットワークの催しにもスタッフ全員で参加しました。“保育サポート研究所”が企画運営したパパママのお助け隊講座も、終了
後学習会が立ち上がって嬉しい悲鳴を上げています。来年は落ち着いたよい年でありますように！！
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＜ご協力･ご支援ありがとう!＞＜事務局＞寄付金：奥寺アサ子様
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短かった秋が足早に去って冬がやってきました。気がつくと今までに
ない人数の保育室になっています。これもスタッフに恵まれているお
陰です。いよいよ満室です。お断りすることが気の毒で、心苦しいこと
でした。新しい生活に飛び立つご家庭あり、困難に立ち向かうご家庭
ありで、メンバーの出入りは相変わらずですが、子どもたちは元気に
過ごしています。秋以降は１階は主に０歳児２グル-プ。２階で１～
２歳児２グループが生活しています。一番小さかった子どもたちも９か
月に育ち、活発にはいはいで進み、仲間に入ろうとしています。その
生命の逞しさに目を見張る思いの毎日です。
★１１月吉日：１，２歳児遠足
★１２月２０日：クリスマス
★料理教室＝会食会
★１２月２８日:餅つき会
＊遠足は親参加です。
＊会員の皆様、どうぞご一緒
に！お楽しみください！

清水律子様 浪岡滿子様 西武文理大
大賀様寺澤千里様 奥富地区センター分室加藤様 鹿島桃江様
諏訪きぬ様 美容室トリオ様
①新規登録
親 ２３５人
プレイス奥富
子ども ３８９人
②相談件数１０６件
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子ども
２３９６

計「
４４１０

１日平均
３０．２１

早いもので今年も終わりに近づきてきました。
プレイス奥富は、今年も アッという間に過ぎ
て行きました。過ぎてしまうと〝何もしないプレ
レイス奥富”、“親子がくつろぐ空間･･･” とは言うもののなかなか中
身のにぎやか な一年だったように思います。今年も西武文理大
看護学科の学生さんの施設実習及び総合実習の受け入れ。お母
さんに子育てから離れた時間をと、今年初めて取り入れた手作りお
菓子付きおしゃべりサロンは、たった一時間だけでしたがお母さん
達の表情が始めと終わりで目に見えて変わっていました。お母さん
達への啓蒙として ①歯科講座 ②赤ちゃんの病気と予防注射
③タッ チケア ④家族のお祝用にと、まつり寿し作り等々。プレイ
スも満４歳を迎え、それを祝って〝お話しロークの会″をお招きま
した。手作りカードで祝う毎月の誕生会！親の製作活動“夢いっぱ
い・あ・そ・ぼ”。
そして何より今年はやっと産声を
あげた〝さやまネットワーク″へ
の立ち上げとその活動へ参加しま
した。 来年も変わりなくスタッフ一
同、子育て中の お母さん達の〝い
こいの広場″でありたいと思って
西武文理大学生の実習
います。

月極保育状況 4～１1 月
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（うち家庭保児 9 名＋川越 1 名）

保育サポート研究所
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修了生の学習会発足

さやま元気大学
パパママのお助け隊講座

５月から始まったパパママのお助け隊
学習会 “すばるの会”
養成講座も全１８回をつつがなく終え
☆１２月１７日（月）
て、１７名の受講生中１４名の方が１０月
☆１０時から 元気プラザ
２９日小山元気大学学長から修了証書 星山麻木編
を受け取りました。
『障害児保育ワークブック』
これからは「発達障害をもつ孫のケア
第１～５章を読みあいます。
に力を注ぎたい」「もっとカウンセリング す。
を勉強して、子育てに行き詰まった
母親の相談相手になりたい」「障害のある親子のたまり場を作りたい」
と、修了昼食会の席上、「お助け隊への抱負」を語りました。
１１月１９日には修了生１３名が集まって、今後の活動について話し
合いました。当面は学習会をしながら、何か形のあるものを作ってい
きたいと、話し合いはトントン拍子にまとまって、会の名を“すばるの
会”と命名。毎月第３月曜日１０時から元気プラザで会合をもつことに
なっています。

第 15 回保育の感情労働研究会のお知らせ
保育者の感情労働に焦点を当てて研
究会が発足して４年。私が監修した『保
育における感情労働』（北大路書房）を
夜は浅草で懇親会をします
大学のゼミテキストに取り上げてくれる
②１２月２３日
ところもあり、少しずつ広がりを見せて
１０：００～１７：３０
います。諏訪はこのテーマで講演等に
＊場所：東京未来大学
招かれる機会が増え、１０月は全国私
＊テーマ：戸田有一
保育園連盟の
「保育者の見え方の操作」他
保育実践セミナ
ー（岡山）に、
１１月には北海道・名寄大学のこどもセミナー
に行ってきました。
＊日時：①１２月２２日
１０：３０～１７：３０

傳馬ゼミの学生さんと「感情労働」
の本をもって記念撮影しました。

