
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2186 横浜港南ロータリークラブ週報 
2020．2．19．[水] 第 2429回例会報告 

 

◎司 会               櫻井ＳAA委員 

◎ロータリーソング        『R-O-T-A-R-Y』 

◎ソングリーダー          山野井委員 

◎ゲスト  ＮＰＯ法人特定非営利活動法人 

       ちゅーりっぷ理事長 渡辺ひとみ様 

◎ビジター ｾﾌﾞﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰＲＣ  小池雅生様 

                   

◎出席報告              淺井出席委員 

会 員 数 

                    

出 席 者     

数                     

出席率 前回 

修正率 

前月 

平均率 

38(7)名 28(6)名 76.3% 76.3%  81.0% 

（  ）内は出席免除会員数 

 

◎ 会長報告  

① コロナウイルスの為にマラソンや会合などが中止

になったり、中国からの納品物がストップするなど

いろいろ影響が出てくるようです。今後、例会等も

考えさせられる昨今です。 

 

◎ 幹事報告 

① 横浜瀬谷ＲＣ５０周年の記念式典に会長と出席して

来ました。瀬谷区長や警察署長など１００名位が参

加した素晴らしい式典でした。 

◎ セブポートセンターＲＣ 小池雅生様より 

 

 

 

 

 

 

昨年の貴クラブ５０周年時にはセブポートセンターＲ

Ｃからたくさんで伺い大変お世話になり有難うございま

した。その後、我々のロータープラストには皆さんおい

で下さり感謝しております。姉妹クラブとしてたくさんの

人の交流が出来ましたし、インダクションは６月２２日な

ので、今までいらしたことがない方は是非おいで下さ

い。 

 

◎ 委員会報告 

① 親睦委員会               福嶋(昭)委員 

＊ 配偶者誕生日祝 

櫻井恵子様(１５日)・八木紀子様(１９日) 

湯屋美奈様(２１日)・山野井佐智子様(２６日) 

大井正男様（２８日） 



◎ 大井会員よりちゅーりっぷ 渡辺様のご紹介 

子育て支援という枠の中でいうと、私は保育園の立

場ですが、渡辺さんは地域の親子の子育て支援をして

います。最初は市民活動という意識で始められたようで

すが、それを事業に転換して、多くの施設を運営してい

らっしゃいます。渡辺さんのところは保護者に寄り添っ

て、安心してお子さんを預けることが出来ると思います。

皆さんどうぞよろしくお願い致します。 

 

◎ 『港南区子育て支援について』 

特定非営利活動法人 

ちゅーりっぷ理事長  渡辺ひとみ様 

 

 

 

 

 

私たちは子育て支援をしています。赤ちゃんが生ま

れて、お母さんはいつも家の中で赤ちゃんと過ごしてい

ますが、２０年前、密室育児という子供の虐待が問題に

なっていました。 

チューリップの花は、秋に球根を植えて、春になったら

目を出します。このようにチューリップの球根が家の中

で閉じこもっている赤ちゃんとお母さんに写し出され、

土の中で閉じこもっているお母さんは、外に出て土の中

から芽を出して、素敵な花を咲かそうよ、楽しい子育て

をしてください、というスローガンで、ちゅーりっぷという

名前を付けました。 

 活動は任意団体からはじまり２０年になっております。

法人になって１５年になります。活動の理念は次の３つ

です。子供の健全育成。虐待のない社会。子育てが楽

しいと思えるまちづくり。をモットーに活動を進めて参り

ました。 

 はじめのメンバーは、皆専業主婦でした。１６名のお

母さん達と立ち上げた任意団体が、法人になり、現在

は７８名のスタッフを抱えております。事業は全部で施

設を５つ。港南区を中心に活動しております。横浜市か

らの委託事業が多いです。横浜市の補助事業ちゅーり

っぷカフェ。横浜市で各区に 1 ヶ所ずつ作っている港南

区子育て支援の拠点はっちの運営。保育園小規模２つ。

企業主導型保育園を運営しています。その他に幼稚園

や保育園を一つずつ調べて、冊子にするという情報の

提供事業として、編集発行しております。 

現場に出向いてお母さんたちの講座のお隣の部屋で

子供たちを預かったりという出張保育事業も行っていま

す。 

１５年前に立ち上げたちゅーりっぷカフェは横浜市の事

業ではありますが、私の自宅を１５年間開放しています。

火曜日から金曜日の週４日９時半から２時半まで１階

部分で赤ちゃんを連れたお母さんが過ごしてくれていま

す。 

 子育て支援はっちは、高森さんが立ててくださった港

南区の拠点です。３階建ですが、１階と２階の部分を子

育て支援拠点はっちとして使わせて頂いております。   

３階は高森さんの事務所になっており、中ではお母さん

たちが遊びに来て、子育ての悩みを話したり、私たちが

アドバイスしたり、情報をもらって帰ったり、いろんな形

で活動しています。又、今は父親育児の啓発も大事で

す。お父さんたちを集めて父親の講座を開いたりしてい

ます。はっちのパパボランティアもあります。 

 厚生労働省が出した専業主婦の世帯と共働きの世帯

を見比べてみると、1980年代は共働きの世帯は少なか

ったのですが、1995年には共働きと専業主婦の世帯が

同数になり、その後一挙に共働き世帯が多くなりました。

多くの方は育休が明けて会社に復帰するのです。 

この上大岡地区の待機児童は多く、６年前に私たち

は小さな保育園ちゅーりっぷハウスを立ち上げました。

これは今小規模保育と言われていますが、認可になっ

ています。９名の子供１～２歳児を預かっています。２

年後に港南中央の近くにちゅーりっぷキッズを立ち上

げました。働くお母さんやお父さんの悩みを聞いている

のが、私たちはっちや、ちゅーりっぷカフェです。 



 働くママたちの悩みは、もっと子供と一緒に過ごした

い。仕事や通勤がきつくて毎日へとへと。いつも子供に

当たってしまう。片付けられず家の中が毎日ぐちゃぐち

ゃです。朝ごはん抜きの時もあります。でも働かないと

食べていけないのです。このような声を聞いて私が思う

のは、子供との親子関係は大丈夫か。このままで行くと

家庭崩壊にならないか。すごく心配になっています。私

たちがこれから作ろうと思った施設がもう一つ見えてき

ました。これからの女性の働き方の提案と、心に余裕を

持って働くために、また、子供との時間を増やすために、

自宅の近くで働こうと私たちは提言したいと思い、ある

施設を立ち上げました。これは上大岡から徒歩５分で

大久保にある企業主導型保育園で上大岡ちゅーりっぷ

保育園です。昨年の８月にオープンしています。この場

所は大井園長先生から、つばさ保育園が移転するので、

何かの事業で使わないかと声をかけてもらいこちらで

借り受けさせて頂きました。 

内閣府の事業である企業主導型保育事業は、認可外

保育施設です。但し、国からの公定価格が降りてきま

すので、園児の方々の保育料は認可保育所とほぼ変

わらない保育料を設定することができます。この中で何

より私がやりたかったのは、この中で保護者の方達と

直接契約をしたいと思っていました。直接契約すると保

育の委託契約は本当にスムーズで、明日から預けたい、

会社に戻らなければいけない等、それならうちには空き

定員があるから、明日からどうぞと契約ができます。但

し、認可保育所だとそうはいきません。区役所に申し込

みをして、マッチングしてもらえればうちの保育園に入

れるという契約の形になるので、認可外保育施設を私

は是非やりたいと思っていました。定員は０歳から５歳

まで４２名。この保育園には親子カフェという地域のお

母さんや赤ちゃんが一緒に遊びに来て、ここで過ごして

頂く地域支援の部屋を作ってあります。今日もお昼にお

弁当持って広場に遊びに来てくれる人がいます。保育

園に親子カフェという広場を設けることで、いつでもお

母さんのニーズを拾い、また保育園に入りたい話も聞

き、働き方のお話も提案することもできます。 私たちは

この部屋を設けて８月から活動しています。 

  皆様にお配りしたコンセプトの書類がありますが、私

たちがやりたい事はこの地区でいろいろな課題を解決

していきたいと考えています。例えば、企業のこれから

の課題、高齢化により人材不足、なかなか働き手を採

用できない、できれば優秀な人材を採用したい。パート

さんを募集しても、お子さんの保育園が決まらないと雇

えない、そういった悩みはございませんか。 

子育て家庭の悩みとしては、通勤や仕事で家事育児が

体力的にとても限界である。専業主婦では働きたい人

が増えているがなかなか雇ってもらえない。お母さんた

ちは子供にとって短時間な保育が理想だと思っていま

す。そういった部分を私の保育園と直接契約でマッチン

グしていけると考えておりますので、良かったら皆様と

繋がることが出来たらと思います。 

私の保育園は年中無休です。日曜日から土曜日ま

でニーズがあればお受けする形になっています。認可

保育所は月曜日から土曜日までしか預かってもらえな

い。年末年始は預かってもらえない。日曜日働くご夫婦

がいる場合はいつもどうしているのだろう。おじいちゃ

んやおばあちゃんが預かっているのでしょうか。今行政

では成しえない所の抜け落ちてしまうニーズを私たちが

この保育園で実現したいと思っています。 

 企業主導型の保育園は提携した企業契約をしたお子

様であると、週２回からの預かりでも大丈夫です。パー

トさんのお子さんでもこちらで預かることができます。 

いろいろなニーズの働き方をお母さんたちができるよう

な保育園にしたいと思いこちらを立ち上げております。 

私たちが考える事業の効果として、企業にとって人

手不足の解消になるのではないか、優秀な人材を確保

したい、通勤で東京に行っている多くのお母さんが辞め

たいと言っています。長い間電車に乗る時間があるな

らば、その分の時間を子供と過ごしたいと考えています。

私は地元で働く人材を東京から転換して持ってきたいと

思います。最前線で働いているお母さん達が、地元で



就職をして力を発揮してもらえると優秀な人材の確保

につながると思います。子育て家庭は通勤の時間を短

縮できると、家族と一緒にいる時間も増え、健康や子供

への健全育成が進むのではないかと期待します。地域

で働き、地域の保育園に預け、地域で住んでいると、同

じ地域の中でいろいろなものが見えて来て、地域や町

内会の担い手の喪失にも繋がっていくと良いと考えて

います。ちゅーりっぷは子供の視線に立った女性の働

き方改革と地域活性化に取り組んでいます。絵に描い

た餅になるかも知れませんが、施設を開所させて頂き、

様々な企業と利用契約の実現が進んでいます。８月に

開所してまだ半年ですが、現在共同利用契約をさせて

頂いている企業は湘南交通・日本生命・京急百貨店等、

様々な業種の１５社と共同契約の締結をしております。 

子供が豊かに育つ地域にもっと働く女性が増えてい

きます。だからと言って企業に全部の目を向けるので

はなく、是非、子供が小さなころは子育ての方をよく見

て頂き、子供との親子関係をしっかり築いて子供を育て

て頂きたいと思います。子供との時間を大切にしながら、

子育て家庭が安心して生活出来る豊かな社会を作って

いきたい、これが私たちの願いです。 

私達ＮＰＯは今まで行政と繋がっていることが多かった

のですが、子供家庭支援担当とは密にしており、虐待

や発達障害の話等、私たちは毎日直面しています。子

供が元気に育つように健全な育成と、やがて社会に出

てしっかり働けるそんな大人を育てていきたい。それに

は乳幼児期に根っこを作らなければいけないと私は思

っています。そういった部分にも企業の皆様のご協力を

頂きながら進んでいきたいと思っています。 

ご清聴ありがとうございました。 

 

◎ ニコニコボックス         福嶋(昭)委員 

セブポートセンターＲＣ 小池雅生様 

  昨年は大変お世話になりました。本年も宜しくお願

い致します。 

根本会長 

  セブポートセンターＲＣ小池様ようこそいらっしゃいま

した。 

  ＮＰＯ法人ちゅーりっぷ理事長渡辺様の卓話を楽し

みにしております。 

尾形幹事 高森会員 市川会員 平山会員 橋浦会員 

豊場会員 坂巻会員 上杉会員 福嶋(昭)会員 

海野会員 

  港南区子育て支援ＮＰＯ法人ちゅーりっぷ渡辺様・

セブポートセンターＲＣ小池様ようこそいらっしゃい

ました。 

山野井会員 湯屋会員 

  配偶者誕生日祝を頂き有難うございました。 

大井会員 

  ＮＰＯ法人ちゅーりっぷ理事長渡辺様をお招きしまし

た。卓話よろしくお願いします。 

  小池様ようこそいらっしゃいました。 

  配偶者誕生日祝を頂きましてありがとうございます。 

櫻井会員 青柳会員 小後摩会員 

  セブポートセンターＲＣ小池様ようこそいらっしゃいま

した。 

  ＮＰＯ法人ちゅーりっぷ理事長渡辺様の卓話を楽し

みにしております。 

佐々部会員 

   港南区子育て支援ＮＰＯ法人ちゅーりっぷ渡辺様・

セブポートセンターＲＣ小池様ようこそいらっしゃい

ました。 

  コロナウイルスで地区行事が次々と中止になってい

ます。皆様充分に気を付けてください。 

 ニコニコボックス本日合計 ４２，０００円 

ニコニコボックス 累 計   ９２７，０００円 

 

◎ 米山チャリティボックス  

             坂巻米山記念奨学委員長 

上杉会員 海野会員 坂巻会員 佐々部会員 

櫻井会員 根本会員 橋浦会員 湯屋会員 ８名 

米山ﾁｬﾘﾃｨﾎﾞｯｸｽ本日合計 ８，０００円 

米山チャリティボックス累計 １６７，０００円 

 

◎ 次週の予定 

２月２６日(水)  湯屋会員『ｲﾆｼｴｰｼｮﾝｽﾋﾟｰﾁ』 

◎ 会報                湯屋会報委員 


