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中京「マチビト来たる。」とは
　中京区に暮らす人、通う人、このまちを好きな人が「マチビトライター」となり、中京区のまちづくりに関わる
「マチビト」を中京区役所とともに紹介するフリーペーパーです。

マチビト工房とは

　中京区役所主催「中京マチビトライ
ター講座(2017年度)」修了生の有志6
名が、フリーペーパー「マチビト来た
る。」等の発行を通じて、まちの活性化
への寄与を目的として、2018年に発足
した市民活動グループです。
　区役所とともに、住みやすく人の温か
さが感じられるまちづくりに精進する
方々を応援していきたいと考えています。

相川　敦子（取材・文）
　企画を立て取材を始めた日から数カ月。
ついに完成しお届けできる日がきました。
「マチビト来たる。｣が、何かを感じるきっか
けになったら、これほど嬉しいことはありま
せん。人の想いに触れ、心を動かされ、言葉
で伝える。本当に楽しい作業でした。今日
からまた、このまちで元気に活動する、つぎ
のマチビトを探し求めにでかけます！

釣　明子（編集・構成）
　住みやすく豊かであたたかい地域づくり
のために、何かできないかと考えていた時
「マチビト来たる。」と出会いました。そこか
ら生まれた「マチビト工房」では、ネットで
の取組みとは一味ちがう、人と人とがふれ
あい通い合う出来事を取材し、これからも
広報し続けていきたいと考えています。
がんばります。

　わたくしたちのまち京都には、子どもを社会の宝
として、愛し、慈しみ、将来を託してきた、人づくりの
伝統があります。
　そうした伝統を受け継ぎ、人と自然が調和し、命
のつながりを大切にして、子どもを健やかで心豊か
に育む社会を築くことは、京都市民の使命です。
　大人は、子どもの可能性を信じ、自ら育つ力を大
切にして、子どもを見守り、褒め、時には叱り、共に成
長していくことが求められます。そして、子どもを取
り巻く状況を常に見つめ、命と健やかな育ちを脅か
すものに対して、毅然とした態度で臨む必要があり
ます。
　わたくしたちは、子どもたちの今と未来のため、家

庭、地域、学校、企業、行政など社会のあらゆる場で、
人と人の絆を結び、共に生きるうえでの行動規範と
して市民憲章を定めます。

わたくしたちは、
ー　子どもの存在を尊重し、かけがえのない命を
　　守ります。
ー　子どもから信頼され、模範となる行動に努めます。
ー　子どもを育む喜びを感じ、親も育ち学べる取組
　　を進めます。
ー　子どもが安らぎ育つ、家庭の生活習慣と家族の絆
　　を大切にします。
ー　子どもを見守り、人と人が支え合う地域のつな
　　がりを広げます。
ー　子どもを育む自然の恵みを大切にし、社会の
　　環境づくりを優先します。
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4月からの講座案内

今後の活動

（申込等はHPでご確認ください）

　2019年1月から、子育ての困りごとに関する知識を広めてもらいたい、団体の活動を広く紹介し、多く
の人に参加してもらいたいと、さらに意欲的な活動が始まりました。そしてホームページも一新され、
ママの悩み、子育ての悩みなど、それぞれの悩みを個別に相談できるページも立ち上がりました。「みんな
一緒だよ、大丈夫」の声がネットから聞こえてきます。

１．プレママ相談室（毎月）
　悩み多き妊婦さん集まれ！病院、助産院、保健福祉セン
ターなど、様々な勤務先での経験豊富な助産師や医師が偏り
のない医学的な情報を提供します。妊活中の方もどうぞ。
〈こんな方におススメ〉
□陣痛こわいな　　□何を準備しておいたらいいの？　　
□お産のコツがあるなら知りたい！　　　
□これがふつうなのか異常なのかわからなくて不安
□帝王切開、無痛分娩、自然出産、メリットデメリットが　　
　知りたい
□子育てのこと、妊娠中に知っておくべき情報があるなら　
　知りたい

２．産後ママ相談室（毎月）
　生後1カ月～12カ月の赤ちゃんクラスです。どんな小さな
困りごとでも１つ１つクリアできるようお手伝いします。実戦
経験豊富な赤ちゃん専門家の助産師や保育士に会いに来て
くださいね。
〈こんな方におススメ〉
□母乳育児がうまくいかない　□ミルクの量が分からない
□赤ちゃんが寝てくれない
□うまく子育てができない気がする
□発達が遅れてるみたいで不安　□離乳食の悩みがある
□赤ちゃんの便秘　□向き癖　

３．女性の悩み相談室：個別・グループ（毎月）
　前身は「性の悩み相談室」です。子どもからの性の困った
質問、子どもの性の困った行動、自分自身のパートナーとの

関係や月経、妊娠、更年期、過去のトラウマのことなど、誰に
も相談できないと感じてモヤモヤしているどんなことでも
お話できます。女性ならどなたでもお越しください。性教育
活動歴20年の助産師がお待ちしています。
〈こんな方におススメ〉
□子どもから赤ちゃんはどこからくるの？と聞かれて困っている
□子どもが性器を触ってばかりで困っている
□パートナーとの関係（レス、DV、癖など）で悩んでいる
□オンナであることに生きづらさを感じている
□「性」と向き合いたい方
□性教育には興味はあるが、嫌悪感もある方
□これから母になりたいが、不安もある方

４．託児付きヘッドスパ（半年に1回）
　保育士による別室託児付きの60分完全リラックスタイム。
スパ専門店によるヘッドスパです。たまには自分にご褒美を。

５．チャイルドカット相談室（半年に1回）
　子どもの生え癖、髪の質、毛量に合わせたカットのコツを
美容師がマンツーマンでお伝えします。美容師によるフル
カット付き。

６．京momマルシェ（半年に1回）
　メイクやネイルのbeauty、からだにいい食べ物、癒しコー
ナー、子育て相談・講座（離乳食、子どものからだづくり）な
ど、ママの欲しいが全部詰まったマルシェです。入場無料。

７．教員・指導者向け：性教育の学習会（毎月）

制作／マチビト工房　　協力／京都市中京区役所　京都市まちづくりアドバイザー　深川光耀
問い合わせ先／machibito.kobou@gmail.com　　　　　　　　　　  発行日／2019年3月

　『京mom～キレイ』は、２０１５年3月、
京都市内の幼稚園児の母親たちが、
卒園するにあたり、専門職（助産師、
美容師）を生かしながら地域の後輩マ
マたちのために、子育ての応援ができ
たらとスタートした団体です。
２０１７年度「京都はぐくみ憲章　実践
推進者表彰～はぐくみアクション賞」
受賞。
２０１８年度「中京区まちづくり支援事
業―まちなか子育て応援枠」決定。

【京mom～キレイ】
マム

編集後記

 ホームページアドレス　http://kyomom-kirei.com/



「孤独なお母さんの『駆け込み寺』のような存在でありたい」

 今号の「マチビト来たる。」で取り上げるのは、幼稚園のママ友
である２人の女性が立ち上げた子育て支援団体『京mom～キレ
イ』です。代表の渡邉安衣子さんに、団体を立ち上げたきっかけ
と、活動への想いについてお聞きしました。

 孤独なお母さんの相談役に

　助産師であり、中京
区役所保健福祉セン
ターの母子保健訪問指
導員としても活躍して
いる渡邉さんは、これま
で母子訪問をとおし
て、不安を抱えて赤ちゃ
んと向き合うお母さん
にたくさん出会ってき
た。(母子保健訪問指導
員とは、妊婦さんや生後4カ月までの乳児とそのお母さんの訪問
指導を行う人)
　「自分の育児は正解なの？」「母親としてちゃんとできてい
る？」「自分の子だけ、ほかの子と違う気がする……」
　育児に悩んでも、身近に相談する人がいない。ネットに助けを求
めても、溢れる情報に正解が分からずがんじがらめになっている。
　「また渡邉さんに相談に乗ってもらいたい。いつどこで会えま
すか？」。そう助けを求める、孤独なお母さんからの声を次々と受
けて、渡邉さんは「母子訪問は一期一会で、次に会う機会がな
い。それなら、また会える場所をつくろう」と自宅を開放し、子育
てのアドバイスを行ってきたそうだ。

お母さんの心と身体を元気にしたい

　ある時、渡邉さんは、幼稚園のママ友である美容師の今井愛さ
んが、他のお母さんたちにメイクや美容の話をしている姿を目に
した。いつも疲れている様子のお母さんたちに、心が晴れたよう
な笑い声が溢れ、その目が輝いていることに気付き、ハッとした
という。　
　「子育て中のお母さんにとって、悩みを相談することは大切。
でもそれだけではない。一人の女性として自分を取り戻すこと
も、同じぐらい大切なことでは？」。そう強く感じ、渡邉さんは想
いを今井さんに話した。
　「きれいになったねと言われると、女性は不思議と元気になる
もの。お母さんに自分を取り戻してもらえるよう、美容師ができ
る何かで、私も力になりたい」。
　今井さんが、渡邉さんの想いに賛同したことをきっかけに、２人
で『京mom～キレイ』を立ち上げた。

自分を取り戻すことの大切さを伝える 

　“子どものために”我慢
し、自分のことは諦めて
当然。世間ではそんな声
がまだまだ大きい。キラ
キラしていたお姉さん
が、お母さんになった瞬
間から、子どもの命の責
任を１００％背負う。我も
忘れて頑張り続け、温かい
お茶を出しただけで、「こんなもてなしすら有難い」と涙を流す
お母さんもいる。果たしてこれでいいのか。
　人に会いに出かける、学びの時間をもつ、ちょっと爪に色が
ある、髪の毛がツヤツヤしている……。たったそれだけで明るい
気持ちになり、笑顔になる。お母さんの笑顔は家庭を明るくし、
子どもも安心して暮らせる家になる。「自分を大切にすること、
自分のために時間やお金を使うことは、決して贅沢でもワガママ
でもない。それをもっと、訴えていきたい」と、渡邉さんは語る。
 

子育てのモヤモヤをなくし、ワクワクをうみたい 

　『京mom～キレイ』で
は、乳児期から思春期まで
幅広い世代に向けた様々
な子育て講座と、癒しとキ
レイを体験できるヘッドス
パやメイクなどの会を企
画している。
　「誰からも批判されるこ
となく安心して集え、“学び

とリフレッシュ”が実現できる場であること。モヤモヤをなくし、
ワクワクをうむこと」を目指している。
　子連れでもゆっくり参加できるよう保育士とも連携し、まずは
足を運ぶことで『相談できる場所と、相談できる人がいる』ことを
知ってもらいたいそうだ。

「みんな一緒だよ、大丈夫」

　『京mom～キレイ』は、
「みんな一緒だよ、大丈夫」
をコンセプトにし、「悩んだり
辛いと思ったりするのはみん
な一緒。自分だけ？と思わな
いで欲しい。失敗してもい
い、泣いてもいい。みんなで
ゆっくりお母さんになってい
こう！」。そんな想いがこもっ
ているという。
　賑やかに楽しいイベントを
してそれで終わりではない。
　『京mom～キレイ』は、お母さんたちが今、必要としている
ことに目を向け、繋がりながら伴走してくれる。訪れたお母さん
からの信頼感は大きく、友達を連れてリピートする人が多い。
「孤独なお母さんの『駆け込み寺』のような存在でありたいで
す」と話す渡邉さんの目に、あたたかさと、力強さを感じた。

【京mom～キレイ】代表
　名古屋市内の総合病院で産婦人科、小児科
勤務の後、より家庭的なケアを目指して助産院
に勤務。現在は、中京区役所保健福祉センター
の母子訪問指導員、京都府助産師会・性教育事
業代表・マタニティヨーガ担当。小中高校へ性教
育講演に出向き、年間1000人以上の子どもた
ちにいのちの大切さを伝える活動をしている。

　ヘアサロン「ぺスコぺスカ」、スパ＆サ
ロン「ラトリエール」、スパスクール「AI 
BEAUTY INSTITUTE」を運営。全国で
講師活動を展開、ヘアデザイナー、メイク
の講師を通して、雑誌、ショーに関わる
活動を行っている。
　今井美容株式会社代表取締役。渡邉安衣子さん

（助産師）
今井　愛さん
（美容師）

■参加者のコメント

　『京mom～キレイ』が開催する講座のなかで、
今、最も要望が多いという性教育講座（２０１８年１１
月１９日　於：こどもみらい館）に参加した。

　講師の渡邉さんは、ライフワークとして「性教育
活動」を２０年続けておられ、小中高生やPTAに向
けた命の授業や、教職員の研修会の講師も務めて
いる。今回は、幼児～小学生の女の子をもつ親向
けの内容で、２３人が受講した。

　講座では、子どもから「性」に関する質問をうけ
たとき、どんな言葉を選び、何をポイントに答えた
ら分かりやすいかを踏まえて「成長にともなう身体
と心の変化」について学んだ。
　親が正しく学び直し、自分の言葉で子どもの問
いに答える。同時に、「あなたの身体は大切なもの
だよ」と伝えることで、身体の自尊感情を高める
きっかけになるとも語られた。
　自尊感情が育っている子どもは、正しい判断が
でき、SOSも出しやすく、性犯罪やデートDVに巻
き込まれにくいという。
　つい「性」の話題はタブー視され、ごまかして嘘
をついたり、口にしてはだめと怒ったりする親も
いる。その行動は、子どもにマイナスのイメージを
植え付けることになり、何か問題がおこっても親に
相談できないという環境を作ってしまう。親子で
「性」について語りあうことは、大切なことだと感
じた。
　「“赤ちゃんはどこから生まれてきたの？”。“赤
ちゃんはどうやってお腹にきたの？”。そんな質問
をされた時は、チャンスだと
思って下さいね！」。渡邉さ
んの、その言葉がとても印
象的だった。
　講義終了後も、参加者か
らたくさんの相談や質問が
寄せられ、熱のこもった2時
間となった。

「女の子の性のお話」講座レポート 4月に引っ越してきて、知り合い
もなく子どもと向き合う毎日で
した。ある日、今井さんの美容
室で渡邉さんに出会い、「自分
のことより子どもが第一」とい
われてきた従来の育児の概念
ではなく「母親もきれいにして
いてもいいのよ」と教えて下
さって、本当に気持ちが軽くな
りました。娘時代は「きらきら
明るく」をコンセプトにしてい
たので、本当にうれしいです。左京区　Sさん
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今日の講座では「体の自尊感覚を高めて性犯罪を防止する」という言葉がお土産になりました。上が男、下が女の子なので、これから普段の生活で「性教育」について恥ずかしがらずに2人に声掛けしていけるようにしようと思います。何かあった時は（性犯罪に限らず）話してもらえる親子関係を築けたらと思います。
上京区　Fさん

わたなべ あ　い　こ いまい　　 あい
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