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平成２５年度 子育て支援研修会 

日時：平成２５年７月２８日（日）１３：００～１５：５２ 

場所：四万十市中央公民会 大会議室 

主催：認定ＮＰＯ法人 カンガルーの会 

内容： 

13:00～ 開会                                       

○司会：篠原 

・子育てに直接関わっている３名の方にお話しいただく。虐待予防につい

てお話しいただく。 

・澤田先生：命の学習として、児童、園児が赤ちゃんとの触れ合いから、

命の大切さを感じ取ってもらう取組をしている。地域で、子育て中の親

御さん、子どもさんに関わっている。 

 

13:04～13:29 事例発表①                                 

○発表者：南街保育園（みなみまちほいくえん） 久保千明 

・３年間、カンガルーの会で気づかされたこと、学んだこと、その間に変

わってきたことなどについて話したい。 

・事実関係から背景を把握し、どう取り組んでいけばいいのか、職員一同

で認識をひとつにして取り組んできた。 

・自分はいつも守られている、 

・１～４歳未満は激しい甘えの時期。ほめるとき、叱るときに、しっかり抱きしめること。 

・この時期に、夫婦間の問題、嫁・姑の間がうまくいっていない、親戚から望まれた結婚、出産

ではなかった、そんな背景を知り、心の安全の基地、子供に愛情を注げる余裕があったろうか。 

・一番頼れる夫や夫の両親との関係がうまくいっていなければ、心の安らぎ基地は持てない。 

・事例をひもとき、背景を知ることが出来なければ、問題行動に対して「良いこと」「悪いこと」

を教えるだけに終わってしまう。 

・問題行動を起こしてしまった子供の気持ちを共感し、同感し、守ってあげられること。 

 

○子どもの問題行動 

・ひとり担任が初めての私は、今、子どもに私が何をしてあげられるのか、重圧で押しつぶされ

そうになり、涙してしまったことも。そのときにカンガルーの会の方より、「あなたは、一生懸

命子どものことを知ろうとしている。それでいいんだよ」と声をかけられ、園全体でみんなで

取り組んでいこうと。 

・まずは抱きしめる。声をかけ続け、心の安定基地を少しでも作ろうと努力。お母さんとも話を

し、半年ほどしたころから変化が見られた。 

 

○カンガルーの会 

・カンガルーの会で、話したり、聞いてもらうことで、少しだけ心が楽になりました。 
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・二人担任では相談が出来るが、ひとり担任では、・・・ 

・日々の保育に追われ、そのまま過ぎていってしまう。考えていく時間の確保が難しかった生活

に、カンガルーの会で考える時間をもて、様々な視点で物事を考えることで、解決の糸口が見

いだせた。 

・職員会で状況を出し合い、情報を共有し、心を通い合わせることが大事だと思う。 

 

13:16～ 質疑・意見交換 

女性Ｑ：保育園で気になっている子どもが、お母さんや子どもたちにとって、「こんなことが良いよ」

と言ってきたが、研修を受けながらも最初は意味が分からず、職員全体で対応すること、母親

自身の気持ちをわかってほしいという気持ち、職員全体が朝の挨拶を始めたことで、良い関係

づくりが生まれた。 

「ここの先生は、みんな、みんなに挨拶をかけてくれる」と入園者が増えてきた。保育の向上

とは、保育者の安定感が大事と気づかされた。 

 保育養成講座の専門学校に教えに行っているが、乳児と幼児と接する経験を学生さんにさせ

てもらっている。「先生が子どもたちに対する姿勢、職員同士がコミュニケーションをとり、

お母さんのように接しているのに感心した。いつも笑顔で接し、ひとりひとりの子どもの性格

をわかっていて、子どもの変化にすぐに気づき、こんな職場に勤めたい」との学生さんの感想

があった。 

 

13:22～ 澤田先生コメント 

○子どもの行動には意味がある 

・子どもの行動には必ず意味がある。子どもの行動を探るのは推理小説の

ようなものだ。探る、分析する、・・ 

・「自分がじっと出来ないときはどんな時か」と考える。楽しいことがあっ

て、怖いことがあって、緊張している、心配していることがある など。 

・推理なので当たっていないかもしれない。いろいろな推理があってもか

まわない。その子の心を探るには、推理しないと進まない。 

・エッとする行動で、その背景がすぐにはわからなくて、職場の人に相談するなどして、推理を

深めていっている。 

・職員、保健員、用務員、園全体の職員が一緒になって、問題に取り組んでいる。 

・問題解決には多くの時間が必要となる。保育園から小学校へとつながなければならない。次に

きちんとつなげて、同じような支援をしていくこと。小学校の先生に先入観を与えてはいけな

いと、引継をしないことの方が、デメリットが多い。 

 

13:29～ 事例発表②  事例発表者：元四万十市保健師 川島美保               

・平成１２年より、育児サークル・子育て応援団を育成。 

・平成１４年３月から、妊娠届けアンケートの中村市版を作成し開始。 

・平成１６年４月から育児支援家庭訪問時行を開始。 
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○母子保健事業 

・妊婦教室、乳幼児相談、母乳相談、わくわく広場、親子子育て相談会 

など 

・フロア、子育て支援センター、子育てサークル、子育て応援団、 

・妊娠届けアンケートに虐待防止に関する項目を取り込んでいる。 

 

○育児支援家庭訪問事業 

・届け出なしの出産など、育児環境の整っていない親子への支援 

・親子が他の親子と交流がしやすくなるように、取り組んでいる。 

・乳児相談：今は、広範囲の親御さんが一カ所に集まることで、中学、高校で、大学でと仲間づ

くりにつながるようにと取り組んでいる。 

①母子健康手帳交付時の面接：妊婦からの支援 

②妊婦教室：妊婦同士の仲間づくりの支援 

③新生児・乳児訪問・妊産婦訪問 

④乳幼児診断：計測（呼び込み、カルテへの記入）、検診場所で親子への支援 

⑤乳幼児相談:母親の集まりの中で孤立せず、よりスムーズに交流できるように支援する 

⑥わくわく広場：子どもの母親、家庭を含めた支援、発達に支援 

⑦育児サークル・子育て応援団・子育て支援センターへの支援 

⑧チャイルドハート（子ども連絡会議）：事例を通して、支援方法を学ぶ 

・上記の取り組みは、保健師の完成を高め、お母さんに、安心感を持ってもらうための面接場面

となります。 

 

○保健師の感性を高めるために お母さんに、安心感を持ってもらうための面接場面 

①相手の全身から喜怒哀楽を感じ、相手の心の痛み・つらさ、そこから、その人の過去から

現在の心の一部を看る（相手を意識する）。 

②自分の感じたことを相手に戻し聴き共感する。 

③個々にあったメニューと、その人に合った支援を考える。現状では個別相談、育児サーク

ル・マム＆チルドレン、子育て応援団・ほっとポケットに支援をしてもらっている（この

ことで、母親の育児力が高まる）。 

④事業後のカンファレンスで、スタッフと共有化する。保健師自身が、必ず虐待予防すると

いう意識をもって望み、共通の保健師感を持つように努める。 

・以上の経験を繰り返し、若い時の目的意識をもってきめ細やかな実践をすることで、保健師の

感性が育つと考える。 

 

○母親の育児力を高めるために集団での場面 

①乳児検診の始まる前の時間を利用して母親に声をかける。子どもの目の輝きや、子ども同士が

互いを目で追っていたりしていることを伝える。保健師の顔をしっかり見ていることも伝える。 

②お母さんが問診票を書いている時、代わりに保健師が抱いた時に泣いた子どもが、お母さんが
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抱くとぴたりと泣き止む等を集団の中で母親が体験する。 

③母親同士共通することを見つけ、互いに仲間作りが出来るように、保健師から声かけしていく。 

 

○おわりに 

◇妊婦届けアンケート 

・妊娠から出産後にかけて、育児不安や育児錯乱が予想される妊婦に対し、妊娠中から精神的・

身体的に支援することによって、育児不安の軽減や育児混乱が解消すると思われます。その上

に安心して生み育てる地域環境をつくることで、児童虐待発生の予防をはかることが出来ます。 

・妊婦自身が書いた妊婦届けアンケート（初めて出会う妊婦さんの今の状況をくみ取る一手段）

を判断して、ハイリスク者には早急に対応する。このアンケートを活用することで、信頼関係

を築き、出産後も継続した支援が出来るように取り入れています。 

・実際にアンケートは、妊婦自身が書いた言葉なので、本当に困っていることや、不安に思って

いることに対して、心を添わせる支援が出来ます。また気がかりな内容によっては、優先順位

をつけての対応や、訪問回数の検討等、継続して、関わるための出発となります。 

 

◇育児支援家庭訪問事業 

・育児支援家庭訪問事業を導入したことで、育児支援員（助産師）を雇用することは、必要な妊

婦さんに専門的な支援ができます。 

・早期に関わることで、妊婦との人間関係も友好的になり、乳児の出産時点からもスムーズに支

援が出来ます。また、乳児全員に対して出生したら早期に訪問するという計画を立て、さらに、

様々な母親事業を実施する中で、医師、歯科医師、発達相談員、助産師、保健師、保育士、管

理栄養士、歯科衛生士、子育て応援団、マルチルなお母さん、母子事務担当者等との協力を得

ることにより、虐待発生予防の効果的な支援を行えると考えている。 

 

13:43～ 質疑・意見 無し 

 

13:44～ 濱田先生コメント 

・四万十市では、様々な場面で支援できるよう、こつこつと保健師の方々が積み重ねてきた結果

であろう。 

・合併すると３市町村がまとまらないという悩みにぶち当たっている。子育て支援センターも３

カ所にあり、旧○○方式がいまだにあり、一つにまとまっている四万十市がうらやましい。 

・助産師 四万十町では周囲に産婦人科がなくなってしまい、一番近くて１時間、場合によって

は２時間かかる。妊婦さんの支援、授乳の支援など、助産師の存在は大きい。 

・妊娠届けアンケート 妊娠について「がうれしくない」にチェックがついているのは、チェッ

クをすることで保健師に助けを求めている表れだと思っている。 

・妊婦同士の仲間づくり。四万十町でもやりたいと話をするが、今は妊婦の方々は仕事をしてお

り、仲間づくりは難しい。病院に相談しても、「そういう機会を設けても誰も集まってもらえな

いのでやっていない」との声だった。出来ている四万十市がうらやましい。 
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13:50～ 事例発表②  事例発表者：児童家庭支援センター わかくさ 相談員 植木美和    

○児童家庭支援センターとは 

・１９７２年の児童福祉法の改正により、設けられたものが児童家庭支

援センター。多くの場合、児童養護施設に併設されている。 

・１ホーム ６～８人の子どもが生活をしている。若草園には４ホーム

ある。 

・０～２歳までの乳児室、宿泊の出来るファミリールーム等がある。 

・児童家庭支援センター わかくさ 平成２０年度開設。センター長、相談員２名、心理担当職

員（非常勤） 

・２４時間体制３６５日電話相談、訪問、来所、メール相談を行っている。 

 

○わかくさができることは 

・町から離れた位置にあるので、親御さんが容易に相談・訪問できるものではない。 

・市町村とのかかわり 福祉や保健師から家庭訪問の依頼 

 

○大切にしていること 

・その人に応じた支援 

 →決まりや制約はないので動きやすい 車で迎えに行くことも、いろいろなことが可能 

 →寄り添った支援 

・寄り添う気持ち、間主観性 

  →自分が相談者だとしたら・・自分の子どもがこんな目にあったとしたら など考える 

・自分自身を振り返ること 

  →なぜこんな気持ちになるのかを考える 

 

○幡多地域でのカンガルーの会研修会 

・県からの委託を受け、モデル事業として３年間継続して研修 

・周産期から小学校に入学するまでの児童に直接携わる職員を対象 

・宿毛市、土佐清水市、四万十市で、保育士、保健師、幼稚園教諭の研修を行う 

 

○３年間の研修内容 

・１年目：虐待の基礎知識、虐待を受けた子どもへの対応等 → 中には虐待の知識がない人も 

・２年目：ケース検討会を中心に、グループに分かれて検討会 

・３年目：さらに問題や課題に対しての対応や解決の仕方を学ぶ 

 

○３年間参加して 

①気づきの大切さ 

 ＜土佐清水市の例＞ 

・土曜の午後から研修、市内保育園の保育し、福祉が参加 
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・グループに分かれて事例検討 → 視野が広がり、親子のありのままを受け入れられるように 

②つながりの大切さ 

・関係機関の方や、保育し、保健師と顔見知りになることで、児童家庭支援センターを知っても

らえる 

   ↓ 

 施設を退園、家庭復帰後のアフターケアとして保育所や学校への訪問がしやすくなった 

③継続していくこと 

・学び、身につけたスキルを活かしていく 

・立場の違う機関が集まり、同じ研修を受け学び合うことの大切さ 

 

14:13～ 質疑 

・宿毛市で勤務 研修を受講した。研修を受けてきたことを園の職員に伝えている。 

・もし、何かがあったときに、職員全員のものとして、共有のものとして、みんなで見守ること

にしている。何かがあった場合には、職員会で全員のものに。電話があっても、誰でも対応で

きるように取り組んでいる。 

・記録もしている。担任などが替わったときに、伝達はするが、記録を残すことにしている。 

・お父さん、お母さん方を支援していく 職員室の前を親御さんが通るときにも、何かを話した

そうとしている、とか、感じ取ろうとしている。 

 

14:17～ 澤田先生コメント 

・「連携」、「共有」 今日のキーワードになると思う。いろいろな職種の方々が、その職種のもの

の見方、考え方を、共有することが大事。 

・施設に入っているということだけでも、子どもは「親に捨てられている」と感じている。何か

を相談したいときに、誰に相談すればいいのか、相談してもかわらんじゃん・・・ 

・ある娘さん 実のお母さんは再婚相手との生活を望み出て行った。おじいちゃん、おばあちゃ

んに育ててもらい、今は高校生。何も喋ってくれない、何を聞いても「別に」。「あなたは助け

てくれないでしょ」と、感じているのが伝わってくる。信頼しても良いということを伝えたい、

わかってもらいたい。 

 

・カナダ トロント 移民の都市 人種の違う中で、学校、子育て、社会、自宅での生活がある 

その人なりの子育て支援がある。 

 

・予防接種をいっさい受けさせないお母さん 学校に行かせないお母さん 

・学校に行きたければ、自分で起きて、ご飯を作って、食べて、スクールバスに乗っていきなさ

い。山の中にある家で、スクールバスで行かないと学校に行けない。学校では「不登校」と認

識されていた。山の中で、カーテンが無いので雨戸を閉めて寝る。日の出がわからない。目覚

まし時計は家に１個しかなく、電池が切れている。 

・「努力することが大切」との言葉がお母さんから出るようになってきた。時間がかかる。 
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・いい気持ちで、親子に関わることが大切と感じた。 

 

14:25～14:39 休憩 

 

14:39～ ディスカッション                                 

○久保 

・周りの職員さんに助けてもらっている 

用務の方が、子どものきになる行動に

ついて教えてもらえるなど 

・「子どもの行動には意味がある」を心に

おいて子育てしていきたい。 

 

○川島 

・年子での子育て、夜泣きの子ども、「虐待をしそうではないか」との不安 自分にもあった。 

・保健師になった時に、虐待や不安なお母さんをひとりでも助けたいと取り組んできた。 

 

○植木 

・四万十市だけでなく、宿毛市、土佐清水市など、幡多地域に広げていけたらと思っている。 

 

○産婦人科医師 

・産婦人科医師は、お母さんが病院に来たときにしか触れ合えない。保健師さんに情報を伝え、

虐待にならないようにと月に１回情報共有会をしている。幡多地域では、人数が少ないので、

こんな形で進められている。 

 

○育児支援員 助産師 たかはし 

・日々は外での仕事のため、市役所にいないが、若本先生、澤田先生に相談させていただきなが

ら、日々、何とかがんばっている。育児士さんの協力もいただきながらがんばっていきたい。 

 

○女性 

・無認可保育所の保育士を２０数年やっている。 

・保健師さんがお母さんの妊娠、出産、育歴などの全てを知らせてくれ、連携して子育て支援を

している。 

・問題が起きたときに、どこまで、家庭の中まで入っていけばいいか、どこまで関わればいいの

か、心を受け止めるだけでいいのか。 

・０歳児を預かっているのだが、小学校のお兄ちゃんの相談を受けたときに対応できずにいる。 

 

○濱田先生 

・兄弟さんの情報も持っておくのは大切な情報と思う。 
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・運動会など、イベントには兄弟で参加してくる。何かに気がついたときには、「そんな捉え方が

あるんだ」、「自分には話してくれていないことを、他の人には話してくれているんだ」とか、

連携しないとわからないことがいっぱいある。 

 

○かわぐち保育所 

・子どものことについては共有することにしている。 

・その子どもは、どのクラスにいっても見守ってくれているし、その子どもがいけないことをし

たらみんなに叱ってもらえ、良いことをすれば、みんなに誉めてもらえる環境で育てている。 

・親を変えることは出来なくても、親を暖かく支援することは出来ると考え、思いやりを持った

暖かい声かけをしていきたいと、今日は思った。 

 

○保育園 男性 さわだ 

・保健師さんは妊婦の頃から訪問するようにしている。 

・厚労省で、妊産期からの虐待予防の検討会が設けられ、私も入っている。菊池産婦人科の先代

の医院長の時代に、何かせないかんと、アンケートを使い、効果を出した。 

・しかし、その病院に行く人だけを対象にしていたのではいかんだろうと、四万十市の保健師さ

んにお願いをした。 

 

・保健師さんに実施してもらったアンケートでは１３％がひっかかり、これは産婦人科で行った

アンケートと同じだった。なら、病院よりより多くの妊産婦と関わりを持てる保健師さん経由

で行えばいいということで、四万十市から全国に広まっていった。 

 

・厚労省の検討委員会 他の委員は大学関係者ばかりで、私と川島さんは、現場でやっているこ

とがあるので、質疑でも、いくらでも現場の事例から、具体的な話が出来る。 

・現場を知らない大学の先生 「電話のやりとりから、親の異常さをどうして気がついたのか？」

と、興味津々。 

 年末の寒いときに、「赤ちゃんを風呂に入れていない」との話に、「今すぐに行くので、お風

呂に入れずに待っていて」と、保健師二人で訪問した。訪問し、お母さんが子どもの頃つらか

ったこと、今子育てでつらいこと、など、どんどん話してくれるようになった。 

 

・子どもを叩くお母さんに 「叩きたくなったら、３歩さがって、５回深呼吸をして」との指導

をするが、心のケアをしないと、根本解決にはならない。 

・虐待する親 その親は、自分も親からも虐待され、非行とかで学校でものけ者にされ。温かい

心で「育て直し」をするように、理屈ではなく、何とかしたいとの気持ちが源。 

・何とかしたいとの強い思いを持っている若い人は、大混乱のお母さんを直せる。 

・今日のような会で、出し合うことで、現場が持っている事実、現場に原点がある。 

・助産師さんも含めて、全ての職業、職域の人で、幡多地域で自主的な勉強会が出来ればと行っ

ているので、また、連絡します。 
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○ながおか幼稚園 おか 

・幼稚園に来て一番に思っているのは、「幼児の力、あなどるなかれ」。 

・離婚のケースに呼ばれ、なかなか片づかないのは子どもの親権。「自分が育てる」と、両親共に

ゆずらない。 

・子どもは、何かに自信を持ったときにグーンと延びる。竹馬に乗れない子が、毎日練習し、初

めて乗れたときに「大人になったみたい」との声が出た。そのことを観察していた実習生は、

その子にそのことを話し、振り返り、認めてあげると、その子は「認められた」と感じ、自信

を持ち、延びていった。 

・子どもは、言葉の違いを、すごく問われている。子どもの「きっと、うれしいんだろう」と感

じていることを理解し、言葉で表現してやることが必要。 

・言葉で対話し、言葉の力が、今は、薄いのではないだろうか。だからこそ、大人の側が、言葉

の力をしっかりと受けとめなければならない。 

 

○児童養護施設 女性 

・虐待を受けた子どもたち 自己肯定感が弱い、コミュニケーション能力が弱い どう自信をつ

けさせればいいか 

・背景 親の壮絶な育ち 親御との関わり 

・子どもたちは、言葉を知らない。つらくても、悲しくても、悔しくても、「うざい」の言葉で終

わってしまう。 

・何がどうしてつらいのか、悲しいのか、生活の中で聞き出していかねばならないと感じている。 

 

15:19～ 濱田先生コメント 

○カナダでの教育、子育て 

・ひとりの子どものことを思いだした。

１０年ほど前、４歳の子、トロントで

会った。親の仕事の関係でトロントで

の生活。物を並べるのが好き。ショク

パンマンが好き。同じ道を帰らないと

しばらくうるさい。お母さんと私が話

していても、まわりで「キャー」と大

声を上げる。 

・日本に帰ると「自閉症」だと診断されるだろう。カナダでは、「こんな良いところがある子ども

だよ」との評価で、日本より暮らしやすい、子育てしやすい。 

・１２歳になった彼女 今は生徒会長で、すごく成績が良く、みんなに認められている。先生に

選ばれて生徒会長をやっている。 

・カナダの教育は、良いところを引き出してくれる。そういうことを支援してくれる。「このクラ

スで一番優しい子とレッテルを張り、救われた」とのお母さん。 
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・彼女と８歳の子どもの会話は英語。英語が話せるので、「世界中のどこの大学にも行ける」と、

話している。 

 

○厚生労働省の発表 

・虐待の報告件数６６，８０７件 「意識の高まりに加え、警察などとの連携により件数が増え

た」とのコメント。 

・虐待による死亡 ９９人／年 １週間に１．９人の赤ちゃんが亡くなっている。 

・妊婦検診を受けていない １１人中８人 

 望まない妊娠をした人に対する支援、精神的、経済的支援、関係機関の連携 ← 現実的には、

難しい 

・「望まない妊娠をしないように」といった教育が必要ではないか。 

 虐待の写真を見せる 

 性は命につながるんだ 

 教育現場の取り組みは大切 

・担当の教諭が替わることで、継続的な取組が難しい、積み重ねることが難しい。 

・県下では のいち中学校 １学年５クラスあるなかで、赤ちゃんとの触れ合い、保育実習育、

平成１８年からずっと続けていて、良い成果を上げている。 

・自分が嫌い、赤ちゃんが嫌い → 赤ちゃんとの触れ合いを通じて、自分を好きになれた 

・のいち中学校は 学校に入るとホッとする 生徒との関わりの良さが、雰囲気を変えている。 

 

○広義の教育 

・新開先生の講演 「広義の教育」 大人がすることの中から教育される。 

・カナダのトロントでは、電車に乗っているときに、妊婦やお年寄りが乗ってきたときに、いっ

ぱいピアスをあけている子が席を譲る。日本では、妊婦を見ても誰も席を譲らない。トロント

では、大人がやっているから、子どももする。 

・バス停で、おばあちゃんが私の服を引っ張った。おばあちゃんの荷物をバスに乗せろと助けを

求めている。 

・人に助けを求めること、人を助けることが当然のこと ← 広義の教育 

 

○保育所 

・保育士と介護の資格を持っているお母さんから、ＳＯＳがくる。 

・上の２歳の子のことで、保育士さんから「あなたは保育士なんだから、家でも保育士として子

どもに接してください」と言われた。 

・「あのお母さんは、保育士が出来ているのですか？ 保育所では普通のお母さんなんで、心配に

なりまして」と聞かれた。 

・こんな風に見ている、こんな風に言う保育士がいるんだ！ 

・行動は個性だと思っているのに、保育士から「今日は、こんなことがあリました、こんなこと

が出来ません」と毎日言われる。 
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・ことごとく私のやり方を覆された子、でも、すごく可愛いんですよ。この「すごく可愛いんで

すよ」に、この子どもは救われ、頑張れ、運動会の練習も出来るようになった。 

・しんどいときに助けてくれる人がいれば、子どもは頑張れる。そんなことを教えてくれた。 

 

○連携、共有 

・連携、共有 保健師だけでは抱えられない、大きな課題が出てくる。連携で、親御さん、おじ

いちゃん、おばあちゃんを支援できたらいいなあと感じた。 

 

○最後に感想を 

久保：昨日と同じ内容を話しましたが、昨日と全く違うフロアのディスカッションになり、保育

に活かしていきます。 

川島：３つ良かったこと 

 ①高知市の保育士 自分の子どもが四万十市でホッとするような子育てをしているとメモを取

って帰られた。 

 ②この春に退職し、いろいろな方に会えて、４ヶ月ぶりの同窓会が出来た。 

 ③認知の母を世話している関係で、昨日聞けなかった新開先生の話を、今日、聞くことが出来

た。自分たちの対応を振り返り、これからに使っていける、たいへん勉強になった。 

植木：まだまだ関係を作る第一歩でしっくはっくしている状態で、今日のような場で発表するに

は早いと思っていたが、話す機会をいただきありがたい。幡多地域の虐待防止に取り組んでい

きますので、よろしく。 

 

15:49～ 閉会挨拶 理事 まえのまさこ                           

・カンガルーの会は、妊娠から小学校入学までに関わり、助産師、保育士、保健師など、それぞ

れの方に、不幸な親御を作らないための研修などを取り組んできた。今日のような研修は、高

知県では４回目、幡多地域では初めての会。 

・それぞれの職種の中で、再発見、共感できる内容があり、顔が見える人数の良さで、たくさん

貴重な意見をいただけた。 

・現在、状況的には困難なことを抱えているが、ひとりでも多くの親御さんを助けられますよう、

この研修を終える。 

 

－ 以上 － 


