特定非富利活動法人子育て応援隊ココネットあおもり
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ひろば名 :青 森市 つ どいの広場「さんぼぼ」
住所 :青 森市新 町 1‐ 3‐ 7青 森市役所駅前庁舎 (ア ウガ )2階

沼田久美

TEL・ FAX 1 017‐ 721… 4005

卜‖D:https://un′ ww.0000aO.net/sanpOpO/
開館 :平 日 9:00〜 18:00土 日祝 9:00〜 17:00
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5 レ

自然光も入る、広々とした室内
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「子育て支援の場をいつたん退職した女性が働く場にしたい !」 という思い・ 夢
2018年 1月 4日 青森市役所の窓口部門が駅前庁舎に移転することにともない青森市つどいの広場「さ
んぽぽ」もりニューアルされ、これまでの「つどいの広場事業」に「庁舎内託児事業」が加わり、ココネットあお
もりが運営を担うことになりました。
2017年 秋に青森市の同事業所管課から「つどいの広場「さんぽぽ」の運営と新たに始める庁舎に訪れた
今でも思い出すだけで胸が
方を対象とした託児を委託できる団体を募集しています」と聞いた時の喜びは、
.熱 くなります。なぜなら、ココネットあおもりは2006年 に任意の子育て支援団体として設立した時から、私
・
の目標の一つに「子育て支援の場をいつたん退職 した女性が働く場にしたい 1̲と いう思い・夢がありました。
設立 11年 目にして、その思い。
夢が現実になる第一歩の始まりでした。そして、希望と不安の中でたくさん
の方の協力を頂き、スタッフと思いを共有する努力をしながら、
無事に1年 間運営することができました。
委託を受けての業務は初めてなので、2017年 に初参加 した Fリ ーダーシップ研修』の学びが組織作り,運
営等にとても役立っています。

乳児の親子の交流の場
I赤 ちゃん待ち合わせ」

ボランティアでの活動の限界と夢の実現
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ココネットあおもりは2006年 から「ママの元気が、子
どもの元気」をスローガンに、NP(親 支援 )プ ログラムや
2010年 からホームスター ト(家 庭訪 間型子育 て支援 )
の活動を続 けてきました。活動をする中で「もつとママや
ぶ
子どもたちと会 いたい !直 接 関わる・寄 り添う広場をやり
ア
ブレママサロン:助 産師さんを招いて
たぃ とぃう思いが強くなりました。それまでの活動のこ
縁で、青森県立保健大学の地域貢献事業として 2013年 1年 間の試行を経て、2014年 に協働契約を結
び月3回 大学 内の教室で「子育て応援ル ーム (多 世代交流広場 )コ コかれっじ」を開設することができまし
た。しかしこれらの活動は、
助成金等からの交通費しか支給できず、スタッフはボランティアのため、活動継
続に不安を感 じていました。つどいの広場「さんぼぽ」の総括 リーダー (当 団体・副代表理事 )と も「思いだけ
では、これから先のスタッフのなり手には限界がある と考え、話 し合つていました。今 回、つどいの 広場
・
「さんぽぽ」の運営を受託することで、活動を始めたころの 子育て支援の場をいつたん退職 した女性が働
く場にしたい という思いを現実のものとすることができました。
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つどいの広場「さんぽぼ」では、庁舎 内に手続きにいらした方のお子さん (1歳 か ら就学前まで )を 無料
で原則 1時 間預 か ります。私 たちスタッフは「年齢の違 う子 ども同士の関わ りも大事 !マ マたちが、共 に
わが子以外 の子どもを見守る広場 にしたい と考えています。わが子だけでなく「お互い様」を大切 に、
互いに助け合い悩みを共有 し合いなが ら、子育て,自 分育てができる広場 になることを願 つています。
広場スタッフは 12名 、託児 スタッフは9名 の計 21名 のスタッフが交代で勤務 しています。子育て中の
スタッフは、午前中心の勤務。子どもに手がかか らなくなつた世代 は、午後や土 日祝 日中心の勤務 という
具合 こ、スタッフのライフスタイルになるべ く沿えるような思いやりのある働きやすい職場を目指 してい
ま■ このま務体 制は、リーダー研修で、学んだ「働 き方改革」を参考 に考えました。シフ ト調整役 は苦
̲る ょうですが、これもマネージメン トカ につながると考え担当 してもらつています。それぞれの
=̲て
そ三
Ic言 、 合 うスタッフ同士の関わ りが、次世代のスタッフや利用 して下さつている子育て世代
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0〜 3歳 の子どもがいる暮らし

スタツフ研修 Fサ スマタ講習会』
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毎回盛況の 転勤族のママあつまれ〜=

つどいの広 場「さんぼぽ」では、「赤ちゃん待ち合わせ」「転勤族のママあつまれ〜」等を始め、利用
者さんたちのニーズに沿 つた、交流の場や学びの場を提供 しています。今後も、より快適 に過こしてもら
える広場 の在 り方 をスタッフみんなで考 え充実 を図つていきたいです。そ して、お互いを大 切 にする環
境 、辛 いときに「助 けて !」 が言える社 会 になること願 つて、支援者として「私 にできることはあります
・
か つ」を伝 えながら、寄 り添 う姿勢を忘れずに あずましい青森 の子育てlを 目指 してこれか らも、つど
いの広場「さんぼぽ」か ら 1青 森で子育て して楽 しかつた 1青 森が好き !」 と言つてもらえるように子育て
家族を応援 していきたいです。(*あ ずましい :居 心地が良い、落ち着く、ゆつたりしているといつた方言)
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