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岩手県学童保育連絡
協議会は８月 、 の
両日、大船渡市で第 回
指導員学校、第 回合宿
研修会を開催しました。
気仙地区での開催は震
災後初めて。県内の学童
の父母、指導員ら２９２
人が参加しました。
初日は三陸公民館で
開会行事と分科会を行
った後、大船渡プラザホ
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テルに移動して夕食交流
会を行い、２日目は同ホ
テルで全体会を行いまし
た。
開会行事で県連協の
千田広幸会長は「震災後
の４月、さくらりっこク
ラブに行った。入口に気
仙連協の連絡網が貼って
あり、それを見て高田の
やどかりクラブにたどり
つくことができた。そこ
から県連協の支援活動が
始まった。当時のこと思
うと、ここで合宿研がで
きることは感慨深い。気
仙連協のご厚意に感謝す
る」とあいさつ。
続いて気仙連協の井
上永治会長が「震災を経
験し学童は子どもたちの
安心、安全な居場所だと
いうことを感じた。この
居場所を大切にしていく
く」と述べました。

来賓の戸田公明大船
渡市長は「子どもは未来
の宝、市を挙げて子育て
施策に取り組んでいく」
とあいさつしました。
開会行事の後は７会場

全体会 講演①

に分かれて分科会を行い
講義や交流で、それぞれ
関心のあるテーマを掘り
下げました。
今回の研修会では県
内でも学童クラブの法人

け止めること。
「甘やか
す」は大人の都合や大人
の気持ちで子どもを受け
止めること。子ども「に」
話を聞くのではなく、子
ども「の」話を聞く。子
どもが宿題をしないでゲ
ームばかりしているとい
う話を聞くが、宿題は家
庭に主導権がある。自分

ＮＰＯ福祉広場理事長 池添 素 さん
働くことと子育ては
両立できない。両方をき
ちんと分けることが大事。
働いている時にあれこれ
考えない。子どもの顔が
見えるところでは子ども
のことを一番に 考える 。
「子どもファースト」で
いく。
子どもは朝学校に行
く時は１００％充電され
ている状態。学童や家に
帰ってくる時はバッテリ
ーが減っている。０％で
家に帰ってくる子もいる。
家でしっかり充電できる
と学校でもがんばれるよ
うになる。
よくある子育ての勘違
いに「甘える」と「甘や
かす」がある。
「甘える」
とは子どもの気持ちを受

化について関心が高まっ
ていることから「学童の
運営にかかわって」の分
科会をもうけ、ＮＰＯ法
人化についての事例を学
びました。

でできない時は答えを教
えて気付かせる。気付き
は学びになる。ゲームは
親が時間を決めるのでは
なく、子どもに時間を決
めてもらい約束する。「約
束を守る」ということを
ゲームを通して教えてい
く。
子育ては同時に自分育
てでもある。時には出会
いたくなかった自分や他
人を発見することもある。
そんな時は一人で悩まず
誰かに話そう。大人同士
がうまくいかないときは
話し合わず考える。
子育てとは子どもの
夢をかなえる仕事。いつ
からでもやり直しができ
る。たし算（自信）
、ひき
算（相手からの「聞いて」
にこたえる）
、かけ算（学
童など集団の力）わり算
（たくさんの人との分か
ち合いの中）で育ててい
く。バッテリーが充電で
きる、家庭を目指してい
こう。
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な
分かっていないため具体

は保護者会に任せるとい
いう転換をした。市が施
設を貸与するにあたり、
法人格があるほうがやり
やすいとなった。公金を
投入するのに任意団体で
よいのかという議論が議
会側からもあった。
市連協は当初、合同運
営でのＮＰＯ法人化を目

指したが合意できず
頓挫。合意できた学
童同士で法人化し、
合同運営する形にな
っていった。
学童は誰もやる人
がいなかった時代か
ら、今は企業が参入
する時代になった。市全
体として学童をどうして
いくのか、考える時期に
きてる。市連協で培って
きたものを生かし、困難
を全体で支えあう。お互
いに助け合う関係、団結
をつくっていく。その後
に法人化がついてくるの
ではないか。
「運営指針はただ読
むだけでは分かりにくい。
できるだけ早く定着させ
るには、このような研修
会がよい機会だ。国が求
める学童の姿を深め、学
び合う。そしてそれが運
営指針とどうつながって
いるのかを知ることがで
きる。また、それを指導
員だけでなく保護者も分
かっていくことが大切。
岩手の合宿研は保護者の
参加も多い。そういう意
味でも、この合宿研はと
ても意義ある場だと思っ
ている」

大船渡市末崎学童保育希望の丘

指導員 鈴木 優里 さん

講師の先生の資料がとても参考にな
った。集団の中の１人に対応していく
難しさはあるが、何か問題が起こった
とき、くり返し原因を確認することが
必要だと分かった。

（第２分科会 支援を必要とする児童への理解）

北上市笠松学童保育所

指導員 高橋 優子 さん

真田祐先生の「ほいく誌のよいとこ
ろではなく、違和感を覚えた部分を洗
い出し、自分の保育との違いを明確に
していくことが大切」というお話に気
づきがあった。他の学童の実践も聞き、
勉強になった。

（第４分科会 ほいく誌をつかって）

盛岡市緑が丘学童保育クラブ

保護者 小嶋 美沙子 さん

分 科 会 の 交 流で 保 護 者を 気 持ち よく
巻 き 込 んで い く 工 夫 を 知 る こ と が で き
た。連協の活動について、学童同士が情
報交換し、横のつながりを持ちながら制
度を変えていく必要性を感じた。

（第６分科会 父母会・保護者会の役割と活動）

県連協のホームページに合宿研の写真グラフを掲載しています。http://www.gakudou-iwate.jp/

全体会 講演②

さいたま市連協事務局次長 加藤哲夫 さん
学童保育を目指していく
のかしっかり話し合う。
最終的に「学童に預けて
よかった」と思ってもら
う。それが運営ではない
か。法人化で保護者会運
営の悩みが解消される訳
ではない。何かが劇的に
変わることはない。
さいたま市では２０
０６年から市が建設した
施設を無償貸与し、運営
ない。行政が運営
指針を理解できて
ていないため具体
的な動きになって
いない。学童側も
連協に加盟してい
るところでは理解
が広まりつつある

が、連協に加盟していな
いところは今まで通りで
よいと行政に言われてし
まい、温度差が生じてし
まっている」
―運営指針が広まるには

運営指針の定着が課題
える場所。気仙連協の力
になっていくと思う」
―新制度がはじまって２
年が経過したが現状は
「国の制度は変わっ
ても市町村が変わってい

くり返し原因探る

ほいく誌に新たな気づき

横のつながり生かして

さいたま市連協では
「学童保育のいい所を語
ろう」キャンぺーンをや
った。各学童の保護者が
学童のよい所を書き、掲
示するというもの。そう
いう実感の中からしか学
童をよくするエネルギー
は湧いてこない。
法人化の前提として
保護者と指導員がしっか
り関係をつくり、どんな
埼玉県から参加し
た真田祐さん（前全
国連協事務局次長）
に聞きました。
―今回の合宿研の感
想は
「震災から６年が
経ち現地の皆さんの
気持ちによい意味で
変化があったのかな
と思う。また、全国
の皆さんからの支援
が原動力になってい
るのではないかと感
じた。合宿研はみん
なで思いや大変さを
共有し、元気をもら

真田 祐さん（前全国連協事務局次長）に聞く

