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京都市未来まちづくり１００人委員会＜第３期＞ 
プロジェクト： http://happykosodatejuku.jimdo.com/ 

① ハッピー子育て塾 
【第２期議題チーム名： ままちづくりは人づくりから 】 

メインテーマ  
取り組んできた課題

めざす目標 

｢子育て文化の継承と創造｣をメインテーマに、子育ての喜びを共有し、赤ちゃんか
らお年寄りまで皆が安心して心豊かに暮らせるまち京都を目指し｢ハッピー子育て
塾｣を開塾しました。 
「子どもは宝」という子育て文化の復活と継承、創造に向け「ハッピー子育て塾」
を通して子育てに優しい京都のまちづくりを推進発展させ、「子ども達の未来」そ
して「未来のまちづくり」に役立てていきます。 

第３期の 
行動概要 

最近は核家族化や夫婦共働きなどの傾向が強く、子育ての文化がきちんと継承され
ていません。「子育て」について必要な知識やスキルをきちんと身に付けないまま
結婚・出産を経験し、「子育て」について多くの問題や不安を抱える母親が少なく
ありません。 
「子育てに優しい京都づくり」を推進するため、母親やこれから母親になる人、プ
レママ、子育てを目指す人、保育士や子育てに関わる人などを対象にした「ハッピ
ー子育て塾」を開設し、五感を使う力を養い、子育てを身に付けてもらうことによ
り、人と人とのつながりの大切さを学び、地域コミュニティを築きます。 
第 3 期では、計１５回のハッピー子育て塾を開催しました。 

         主な第３期の活動経緯（メディア掲載履歴を含む）  
H22 年 10 月 3 日（日） 第 1 回ハッピー子育て塾 基本構想発表と記念講演会 

11 月 28 日（日） 第２回ハッピー子育て塾 
12 月 19 日（日） 第３回ハッピー子育て塾 

H23 年 1 月 23 日（日） 第４回ハッピー子育て塾 
2 月 27 日（日） 第 5 回ハッピー子育て塾 

３月６日（日） 第６回ハッピー子育て塾「親子で楽しむオルゴールコンサート」 
５月８日（日） 第７回ハッピー子育て塾「親子でおやつ作り」 

７月１７日（日） 第８回ハッピー子育て塾「親子でハッピーアート」 
7 月 23 日（土） 第 9 回ハッピー子育て塾「親子ふれあいつどいの広場」 
8 月 21 日（日） 第 10 回ハッピー子育て塾「夏休み親子遠足」 
９月 2４日（土） 第 11 回ハッピー子育て塾「親子ふれあいつどいの広場」 

10 月 2３日（日） 第 12 回ハッピー子育て塾「親子でハッピーイングリッシュ」 
11 月 2６日（土） 第 13 回ハッピー子育て塾「親子ふれあいつどいの広場」 
11 月 27 日（日） 第 14回ハッピー子育て塾「子育てのお話&劇団さわらび」 
12 月 10 日（土） 第１５回ハッピー子育て塾「親子ハッピークリスマスパーティー」 

メディア 
掲載履歴 

●京都ニューモラル TPM会会報（H23 年１月）「育ちあい」第 53号「こどものひろば」に掲載 
  『保育の現場から だから今「ハッピー子育て塾」』 
●京都子連れパワーアップ情報誌（H23 年６月）「京都 幼稚園・保育園情報 vol.6」に掲載 
  『親子の子育てを応援します！「ハッピー子育て塾」を開催！』 
●KBS京都ラジオ生出演（Ｈ２３年９月１５日） 

メンバー 【リーダー】白井敞子   【サブリーダー】村木博隆 
【メンバー】尾崎愛子 梶 宏 長屋博久 西田哲也 虫明憲史 吉﨑純子 

連携携した団体  
NPO 法人親子ハートコンタクト、京都市保健福祉局子育て支援部保育課、京都市昼間里親連絡会、 
社団法人京都府保育協会、学校法人立命館宇治中学校家庭科、京都教育大学児童文化研究会「さわらび」、 
NPO 法人子育て支援子コミュニティおふぃすパワーアップ、子どもアトリエ･京都上京児童美術研究所、 
江藤ゆう子音楽事務所、京都市立深草小学校、人づくり２１世紀委員会 

サポーター (委員会外)  
第３期終了後の方針  ■継続活動をおこなう 
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活動成果のまとめ 
・ 親子で造形活動、音楽リズム活動、親子遠足、クリスマスコンサート・・・など毎回多彩なプロ
グラムを企画したことで楽しく参加いただけました。 

・ 親同士が出会う交流の場づくりにとどまらず、育児相談にのったりもできました。 
・ 親子ふれあいつどいの広場（公開保育）実施にあたり、アットホームなぬくもりのある落ち着い

た家庭的な雰囲気の中で、異年齢のきょうだいとの関わりなどを楽しみ、体験学習していただけ
ました。そしてふれあい交流する中で、親子共々、優しさ・相手を思いやる気持ち・コミュニケ
ーション能力など、成長していく上で心の糧となるものを育んでおられました。親も色々な個性
の子どもがいる事を知ったり、わが子の姿を再発見したり相談しあったりしながら学びあうこと
ができ、「教科書には載っていない生きた子育て論」を伝授しあったり交流されたりして有意義
に展開されました。 

・ 「家庭的保育事業」を有効活用し、「つどいの広場」機能を最大限進化発展することができ・・・
未来を担う為の子育ての基礎力を育む保育体験、ワークショップも、質的向上をめざす総合カリ
キュラムも実施でき有意義でした。 

第３期終了後の方針／行動計画 
月１回～２回、講師と参加者が交流したり、やり取りしながら進める参加型・実践体験型（見て・
聞いて・やってみて・自ら動いて・実演や体験する中で他の人と共に学び合い、気づき合い、感
じ合う）の塾を継続して開催します。 

「ハッピー子育て塾」の具体的内容 
１）カリキュラム内容  
プレママ、乳幼児の母親など対象によって「ピヨピヨコース」「わんわんコース」（仮）などコー
スを設定し、それぞれの目的に応じたカリキュラムを予定。「学ばなければ」「教えなければ」と
いう姿勢ではなく、みんなで楽しみながら机上では学べない実践的な内容を伝えます。 
２）講師  
現役の保育士、経験豊富な昼間里親、親子の支援団体、NPO 法人団体、保健師、助産師、その他
それぞれの専門家など。 
３）ボランティア 
京都保育福祉専門学院の他、保育科の大学などの保育士や幼児教育を学ぶ生徒さんにも応援を依
頼します。生徒さんも授業では学べない現場での貴重な体験が出来る場を提供できます。そして
地域の育児支援者達を含めて、NPO親子ハートコンタクトのメンバーも加わります。 
４）コミュニティ広場として 
「ハッピー子育て塾」では授業だけでなく、親子が自由に集い遊べるスペースを提供する機能も
持たせます。授業のない空いた時間帯を利用し「ハッピー子育て塾」に集うことにより母親同士
の親交や地域とのコミュニティ力を育てます。母親が子育てで孤立し、ひとりで悩むといったこ
とから解放されます。 
５）活動場所  

◆NPO親子ハートコンタクトの子育て支援教室、公共施設、こどもみらい館、総合庁舎（原則無料） 
◆商店街の空き店舗、地域集会所、学校の空き教室など地域で利用できる場所 
◆お寺＝地域社会との関わりの中で本来持っていたと思われる役割を果たすため、子育て支
援を積極的に取り組んでおられる「現代版寺子屋」のお寺さんもあります 

 （地域に根ざす、親子の育ちを支える） 
６）運営する人 
ハッピー子育て塾を中心に NPO 親子ハートコンタクトの会員や関係団体及び支援者の皆様と協
力して運営します。 
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プロジェクトチームからのメッセージ 
 
時代が変わりゆく中、子どもたちを取り巻く環境も大きく変わってきました。都市化、物質
主義、核家族化、家庭の孤立化などが拡がり、かつて親から子、子から孫へと受け継がれた
「子育て」の文化が継承されなくなり、「地域コミュニティ」＝「近所づきあい」もなくな
りつつあります。また子どもへの過保護、過干渉やこれとはまったく反対の無関心がよく見
られるようになりました。 
 
かつては、子育て（あやし方や子守唄なども含めて）も家庭料理も親から子へ、子から孫へ
と自然に受け継がれていましたが、少子化が進む現代においては家族の無縁化、核家族化、
コミュニティの希薄化などが目立つようになり、子育て文化の継承も途絶えがちになってい
ます。 
 
さらに現代は「自由」「楽」を求める傾向が強くなり、経験不足の男女が結婚し、炊事、家
事に子育てが加わって家庭生活が破綻するケースが多くなりました。人間としての「基礎力」
が付かないまま大人になり親になるとこうしたことが子育てにも様々な影響を与えます。 
 
「子育て」は本能ではなく「文化」です。親になれば誰でも本能的に子育てが出来て当たり
前ではないのです。現代は「親になること」｢親であること｣の基礎力から学ばなければなら
ない時代になりました。 
 
「子育て支援策」は様々なかたちで実施されていますが、「未婚化」「晩婚化」「晩産化」な
ど、親への負担軽減に有効であっても、子どもの視点に立った「子どもの育ち」「精神発育」
の部分ではまだまだ不十分です。「親の負担軽減」だけの保育サービスでは「子どもの幸せ」
や「精神発達上の視点」が抜け落ちていて、「出生率の低下」など諸問題の根本治療には至
っていないのが現状です。 
 
「子どもは宝」という子育て文化の復活と継承、創造に向け「ハッピー子育て塾」を通して
子育てに優しい京都のまちづくりを推進発展させ、「子ども達の未来」そして「未来のまち
づくり」に役立てていきます。 
 
みなさま、私たちと一緒に子育て文化を継承し創造する活動にとりくみましょう。 
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主な活動記録写真 コメント 
86 
 

第 1 回ハッピー子育て塾 
基本構想発表と記念講演会 
H22 年 10 月 3 日（日） 

 
こども未来館（京都市中京区）で、
ハッピー子育て塾の設立を記念し
て、基本構想発表と岩城敏之先生
の記念講演会を開催しました。 

H 

第４回ハッピー子育て塾 
H23 年 1 月 23 日（日） 

 
白井乳児園にて、プレママにプレ
パパも参加して第４回ハッピー子
育て塾を開催しました。 

 

第 6 回ハッピー子育て塾 
「親子で楽しむオルゴールコンサート」 

H23 年３月６日（日） 
 

白井乳児園にて第６回ハッピー子
育て塾を開催しました。 
「親子で楽しむオルゴールコンサ
ート」は癒され、感動的でした。 
 
また、門川大作京都市長が見学に
お越し下さいました。 
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主な活動記録写真 コメント 
 

第７回ハッピー子育て塾 
「親子でおやつ作り」 
H23 年５月８日（日） 

 
京エコロジーセンターにて第７回
ハッピー子育て塾を開催しまし
た。 

 

第８回ハッピー子育て塾 
「親子でハッピーアート」 

H23 年７月１７日（日） 
 

京都市立深草小学校・ふれあいサ
ロンにて第８回ハッピー子育て塾
を開催しました。 

 

第 9 回ハッピー子育て塾 
「親子ふれあいつどいの広場」 

H23 年 7 月 23 日（土） 
 

白井乳児園にて第９回ハッピー子
育て塾を開催しました。 
立命館宇治中学校生徒８名が、家
庭科体験講座に取り組みました。 
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主な活動記録写真 コメント 
 

第 12 回ハッピー子育て塾 
「親子でハッピーイングリッシュ」 

H23 年１０月 2３日（日） 
 

京都未来まつり 2011 の企画とし
て、こどもパトナにおいて第 12
回ハッピー子育て塾を開催しまし
た。 
 
ネイティブの先生を迎え、本場の
英語での学びとゲームやダンスな
ど大いに盛り上がり、大好評でし
た。 

 

第 14 回ハッピー子育て塾 
「子育てのお話&劇団さわらび」 

H23 年 11 月 27 日（日） 
 

～楽しい子育てのおはなし～ 
京都市保健福祉局子育て支援部保
育課担当係長  辻 美紀 講師 

 
～ペープサート &パネルシアター

&紙芝居～ 
京都教育大学児童文化研究会 

「さわらび」 

 

第１５回ハッピー子育て塾 
「親子ハッピークリスマス 

パーティー」 
H23 年１２月１０日（土） 

 
京都市立深草小学校において第 1
５回ハッピー子育て塾を開催しま
した。 
 
サンタクロースのおじいさんとの
記念撮影や質問タイム、そして歌
手の江藤ゆう子先生を迎え、大い
に盛り上がりました。 
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■メディア掲載記事 
 
●京都ニューモラルTPM会会報（2011年1月） 「育ちあい」第53号「こどものひろば」に掲載 
 

以下、寄稿文 
 
 
保育の現場から 
だから今「ハッピー子育て塾」 
 
 

白井 敞子 
京都市未来まちづくり100人委員会委員「まちづくりはひとづくりから」チームリーダー 

ＮＰＯ親子ハートコンタクト理事長、京都市昼間里親連絡会会長 
 
 
 なぜ今「ハッピー子育て塾」なのか、子どもを育てる親に何が起きているか、保育の現場を通
じて日々感じている最近の「子育て」事情や社会背景、行政の対応など、いろいろな角度からお
話しさせていただきたいと思います 
 
 
   保育現場から見て 
 
 近年進む少子化、家族の無縁化、核家族化、コミュニティの希薄化など、子 どもと子育てを巡
る問題が複雑かつ多様化し、子育ての重要性が指摘 されるようになりました。かつては親は本能
的に子育てができて当たり前と思 われていましたが、子育ては本能ではなく文化だと分ってまい
りました。 
 
 最近の若い方、お母さん、プレママたちの現状や生の声を聞いてみると……  

・二つのことを同時にするのが苦手  
・明確なラインがないものは分からない（ちょうどいい加減、おおよそ）  
・お熱がうまく測れない親（いつも低体温の子）  
・前掛けやエプロンのヒモが結べない（マジックテープのものが多い）。  
・洗濯物や服がうまくたためない。掃除や片づけが苦手  
・包丁やまな板を使わない（パックもの、カットフルーツ）  
・お茶を沸かさない（ペットボトル）  
・赤ちゃんのお尻、顔や手、身体を上手に拭き取れない。 
 （タオル、ガーゼを使わずウエットシートで拭く） 

 
  かつては親から子へ、子から孫へと自然な形で受け継がれてきたこと、 「できてあたりまえ」
と思われてきた日常の基本的な動作ができなくて悩 んでいる若いお母さんがとても多いのです。
たたむ・拭く・洗う・絞る・ すすぐ・片付けるなどの基本的な行為も困難になり、二つの仕事を
こなすときの 「段取り」も死語になりつつあるのです。生活様式の変化や核家族化、少子化 とい
った社会背景はこんな「当たり前」さえも「分からないこと」という ジャンルに押しやっている
のです。  
 
 若いお母さんたちの悩みはこういった技術的なことだけではありません。 インターネットや携
帯電話に代表される最近の便利な生活は、快適であると 同時に、人と人とのつながり、会話やコ
ミュニケーションの機会や、自分で考 える習慣といったものを奪い去っています。敬語の使い方
や電話の取り次 ぎがうまくできない人も増えています。 
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  こういったコミュニケーション力の不足は、育児においても弊害を生んでいます。 

・子どもが泣いてもどうしたらよいか分からない 
・立場が上の人に教わったり注意されたりすることを恐れている  
・ママ友など横のつながりの情報や意見を大切に思う 
・「叱る」と「怒る」の違いが分からない（叱ってはいけないと思っている） 
・「ほめる」と「あまやかし」の違いが分からない  
・しつけ方が分からない（危険なこと、いけないと思った場合でも注意してはいけないと思っている。） 

 
  かつては家庭料理も子育ても、あやし方や子守唄なども含めて、親から子、孫 へと家庭内で自
然に継承されておりました。「子育て文化の継承」が途絶えた 現代において、「自由・楽・便利」
を求める社会環境に加え、経験不足の男女が 結婚し、炊事・家事に子育てが加わると家庭生活が
破綻してしまうケースが多 く見られます。「親になること・親であること」の基礎力から学 ばな
ければならない時代になったのではないでしょうか。 
 
 
  子育て塾の必要性 
 
 今の日本の保育サービスは、例えば「リラックス保育」など、親 のしんどさを取り除くことだ
けに重点が置かれ、子どもの心のサインを聞 いてあげたり、子どもの立場に立った思いやりのあ
る保育、子どもの真の幸せや 精神発達上の視点が抜け落ちていると感じます。そして、母親の育
児力の形成や 生活改善につながっていない状態となっています。  思いやりのある保育には対応
力や基礎力などの能力だけでなく、心の 知能指数ＥＱが不可欠で、それが感性や思いやりの心の
発達 につながっていくのです。  ひとりのお子さんが生まれて、大切な人格形成期を経て、心身
ともに健やかに 成長されるために必要な「現代の子育て支援」とはどういったものでしょうか？ 
 
  それは保護者が親になる前からの基礎力の教育から始まり、出産後も 児童福祉、母子保健・医
療・教育などの各分野にわたる支援です。これからの 子育て支援においては、現在の縦割り行政
を改め、各分野が一体となって子 どもの成長を支え、見守る視点での横断的な支援を行っていく
ことが必要不可欠 となります。「ハッピー子育て塾」ではそういった視点から暮らしに役立つプ
ログラムを 提案していきますが、この事業のプログラムを単に塾だけで終 わらせるのではなく、
教育に取り込めるようなシステム作りも早急の課題 であると思っております。 
 
  高度な科学技術と物質文明は、私たちに便利で快適な生活を提供 してくれていますが、同時に
この物質文明を制御できる精神面を豊 かにしなければ、人命さえも軽視される危うい世の中にな
りかねません。育児も 介護も精神的な基礎力が必要とされる仕事です。育児ロボットや介護ロボ
ット を作らなくてよいような社会にと思います。  
 
 かつては兄弟姉妹がたくさんいて、家庭内で育児の支援機能を果 たしていることが多かったの
ですが、年上の子が下の子の面倒を見ることで、 上の子が育児力を自然に身につけることができ
ていました。今それは望めないことですが、子育ては単に女性の課題ではなく、社会全体が「子 
どもは宝」という共通の認識を持つことから始めなければなりません。 経験豊富で家庭的な、き
め細かく温かい保育を行っている「京都市昼間里親」、 ベテラン保育士、親子の支援団体、ＮＰ
Ｏ法人など専門家スペシャリストが力 を合わせて子育てにおける実践的な基礎力向上に取り組
んでいきます。 「子育て文化」の復活と継承・創造に向け、時代の要請を受けて京都府・ 京都市
と更に緊密なパートナーシップを持って共汗し、京都のまちづくりを 推進・発展させていくこと
が「ハッピー子育て塾」の使命であると考 えています。 
 
  今後ともご理解、ご支援いただきますようよろしくお願い申し上げます。 
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●京都子連れパワーアップ情報誌（2011年6月）「京都 幼稚園・保育園情報 vol.6」に掲載 
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■ハッピー子育て塾開催の案内チラシ 
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