
2002年に発足し、2003年にはNPO法人と
なった「ふれあいの家－おばちゃんち」は、赤
ちゃんから高齢者までが世代を超えてふれあい、
互いに支えあい共に育ちあって暮らす「子育て・
子育ちにやさしいまち」をめざして活動を続け、
20周年を迎えることができました。
利用、参加くださるみなさん、地域の方々、

様々な立場の個人・団体やグループのみなさん
とつながり、協力しあい、お力添えをいただき、
今日を迎えることができたことに、心より感謝
申し上げます。

12月4日には設立20周年事業「おばちゃんち
の20年 と これから」を開催、メインゲストは汐
見稔幸さんでした。汐見さんには、おばちゃん
ち立ち上げ当初、講座の講師として何回も来て
いただいています。その後も私は汐見さんの、
子どもの成長発達、遊びや環境についての発言
にふれ、共感することばかりでした。おばちゃ
んちの事業は「預かり保育や親子ひろば・冒険
ひろば・まちづくりネットワーク」に渡りますが、
これらの分野にまたがってお話していただける
のは汐見さんしかいない！と、メインゲストに
お招きしたのです。講演とトークセッションで、
「子どもがまちで育つことが、まちそのものが
育つこと」であることを改めて学び、おばちゃん
ちのこれからの道を探る基本に立ち返れたと感
じています。

また、この日は会場に、歌の作者である三根
政信さんと大福が「おばちゃんちの歌」をライブ
で届けてくれました。その中の歌「かぜになろ
う」から・・・

〽あなたのちからになれたらいいな
なにかができたらうれしいな
あなたと こころを ともにしたいな
あなたとほほえみあえたらいいな
あしたへつながるこのみちみつめて
ゆっくりあるきだそう
あしたへひろがるこのそらみあげて
おおきなかぜになろう

これからの5年、10年も、「子育て・子育ちに
やさしい風」が、もっともっと吹くように「できる
ことを できる人が 楽しく」続けてまいりたいと
思います。
今後ともどうぞよろしくお願いします。

20周年事業「おばちゃんちの20年 と これから」を
終えて
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ご寄付ありがとうございました
小林けさみ様、安藤幸子様、小林純子様
木野由美子様、藤井真美子様 ほか匿
名6名、20周年事業として94名

年会費・ご寄付は
郵便振替 00120-3-583720
クレジットカード・コンビニ・キャリア決済
はSTORES（ネットショップ）から＞

会員情報
（11月末日現在）

正会員 46名

支援会員 142名

賛助会員 6名

計 194名

三根政信＆
大福も登場す
るおばちゃん
ちの共催事業
「あそびうた
フェスティバ
ル」が3年ぶり
に開催される
予定です。

問合わせ
Mail：
asobifes@gmail.com
あそびうたフェスティ
バル実行委員会事務局
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設立20周年事業

「おばちゃんちの20年とこれから」
開催しました！！！2022年12月4日（日）、おばちゃんちの設立20周

年事業「おばちゃんちの20年とこれから」を開催しま
した。参加・応援、本当にありがとうございました。

当日は三部構成。動画『ホッとひといき あしたの
まちへ』を観て、汐見稔幸さんの講演に学んで、汐見
稔幸さんとおばちゃんち理事とのトークセッションを聴
いて、更に、三根政信＆大福による「おばちゃんちの
歌」を一緒に歌う・・・と、盛り沢山で、あっという間の
４時間でした。
当日の詳しい内容は、別途、何らかの形で報告書

を作成することを予定しています。

今回の記念事業は、理事と有志のメンバーで運営・
開催まで行いました。ここでは、運営事務局として、
事業に関わった福江・清水の目から見た「おばちゃん
ちの20年とこれから」をお伝えします。

会場でもオンラインでも
参加できる「ハイブリット開催」。
配信の手配は、
〈モノプロしながわと
子ども若者応援フリースペー
スの若者たちの配信チーム
“おはもふ“〉のみなさん。

準備開始からわずか１０分。
瞬く間に机が片づけられ、
椅子が並べられ・・・。
スタッフのみなさんの
エネルギーと、わくわく感が
伝わってきました。
今日は楽しくなるぞ！
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会場内には写真をたくさん飾りました。
スタッフが１枚１枚コメントを書いた
台紙に想いがつまっています。

私がおばちゃんちを初めて知ったのは2017年
の子育て支援講座（NP講座）に参加したことが
きっかけでした。この時、“あずかり広場えくぼ”
のみなさんに当時0歳だった息子を保育してもら
いました。講座を終え、迎えに行った時の息子の
くつろいだ表情が今でも忘れられません。保育の
おばちゃんたちの優しさがとても嬉しかったです。

その後、おばちゃんちのスタッフからしながわ
こども冒険ひろばのことを教えてもらい、家族全
員で着替えを持って通いました。冒険ひろばやえ
くぼのおばちゃんたちから、子どもと一緒に過ご
すことの楽しさや心地よさを教えてもらったよう
に思います。

そんな私に、20周年事業の事務局を手伝って
もらえないかとお声かけいただき、おばちゃんち
に恩返しができるチャンスと思い引き受けました。
やってみて感じたことは、私は、まだまだおば
ちゃんちの活動の本質を理解しきれていなかった
なということでした。事務局として作業をする中
で、おばちゃんちが現在に至るまで様々な試行
錯誤をしてきたことや、これまでに関わってきた
多くの方々の深い思いを知ることができ、私に
とって、とても大事な時間となりました。

ここ数年、激しく時代は移り変わっていますが、
変わらない大切なものもあります。この先様々
なことを学びながら、私自身もっと成長していき
たいです。そして、子どもが色々なことを感じな
がら、のびのびと楽しく生活できるような環境を

作れるように、子どもたちやその
周りにいるいろんな人を温かく
見守り、応援するおばちゃん
に私もなりたいと強く思います。

（ふくえ）

イメージイラストを描いたのは
冒険ひろばのスタッフ、かないっちょ。
縁側とその庭先に集まる人たち
１人１人から物語が感じられますね。
プログラムやスライドにも
たっぷり登場します。

２０周年記念事業は、たくさんの人の想いを聴き、
子どもが育つまちのために、何ができるのかと、
じっくり考える時間にもなりました。
次の１０年、２０年に向かって、これからもよろしく
お願いいたします。

「私もまちのおばちゃんになりたい！」と思い、
おばちゃんちの子育てサポーター養成講座を受
講したのが、2019年のことです。

秋に講座が修了し、「まちのおばちゃん」の１
人として、これから何かできるだろうかと期待し
た矢先に、コロナ禍がやってきました。せっかく
講座を受講したのに何もできないままだなぁ、と、
もどかしく思っていたところ、20周年の企画が始
まることを知りました。ニュースレターの中の
「一緒にやりましょう」の言葉にぴぴっときて、こ
の企画の仲間に加わることができました。

今回の記念事業を通して感じたことは、20年
続けてきた積み重ねの大きさと、そこで築いて
きた人との繋がりの豊かさでした。準備をしな
がらお聴きした、20年を振り返る話は、どれも
ドラマチックで魅力的。今の事業は、どれも、
誰かの「あったらいいな」とか「やってみたいな」
という想いが形になってきたんだなぁ、と、暖か
な手触りを感じました。当日は、おばちゃんち
に関わる人や、繋がりのある沢山の団体の方た
ちの姿に、本当に多くの人/団体と手をつないで
きたんだなぁということを実感しました。

今回は、〈20年を振り返り〉〈これからを考
える〉場ということで、一緒に事業を進めてきま
した。20年は充分に振り返ったので、もっと
〈これから〉を考えていきたい。これからも、こ
どもが育ち、まちが育つことに関わっていきたい
なぁ、と、わくわくしています。（しみずみえ）
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おばちゃんちから教わったこと

〈これから〉の1歩目として



北浜こども
冒険ひろば

開催日：月火水木金土
（日・祝休）
時間：14時から18時
※第1･3水曜日は11時開園
会場：北浜公園・
北浜こども冒険ひろば
(品川区北品川2-28)

参加費:無料

お外であそぼう！
第1・3水曜日 11時から14時
よちよち、とことこ。お外で遊
ぶ。おとなも一緒に、お外で
遊ぶ。月に２回の「お外であそ
ぼう！」 北浜でのんびりじか
んを過ごしませんか？

ほっと・サロン＠八潮 にじっこ
開催日：祝日を除く毎週木曜日
時間：13時半から15時半
会場：こみゅにてぃぷらざ八潮1F

託児室 （品川区八潮5-9-11）
参加費：１家族100円（初回無料）

自主サークルや団体が講座や講演会などを行っている間のグループ保育に、おば
ちゃんちの認定保育サポーターを派遣します。活動の主旨などによりご利用条件
が異なります。詳しくはお問い合わせ下さい。

しながわこども
冒険ひろば

開催日：月火水土日
（木・金 休、祝日は開園します）
時間：10時半から17時半
会場：しながわ区民公園・
しながわこども冒険ひろば
(品川区勝島3-2-2)

参加費：無料

乳幼児親子ひろば

そとぼ～よ！
毎週火曜日 10時半から14時
子どもたちに思いっきり外あそ
びを楽しんでほしい！０歳から
の初めての外あそびをサポート
します!

みこちゃんち
会場：品川宿おばちゃんち
（品川区北品川2-19-6）

tel.03-5463-6458
品川区北品川2-19-6

tel.03-5749-3212
品川区西中延2-18-1

月曜から土曜まで9時から17時まで（土曜は予約
状況で変更することがあります）
4時間までの基本保育料は、1時間500円、4時間
を超える延長保育は１時間600円になります
＊＊＊区外の方はご利用条件が異なります。詳し
くはそれぞれ左記電話番号へお問い合わせ下さい

「品川宿おばちゃんち」

「昭和通りおばちゃんち」

しょうちゃんち
会場：昭和通りおばちゃんち
（品川区西中延2-18-1）

おばちゃんち 活動予定
おばちゃんちからのお知らせは、twitterや
facebook、Instagramでもチェック！
http://obachanchi.org

開催日：毎週月曜
（祝日は休み）
時間：10時～12時
と13時～15時
参加費：

１家族100円

親子でお出かけく
ださい

サポーター派遣保育
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