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北海道の子どもと保父の会
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巻頭言
雪・雪・雪そして又、雪・・・。いつになったら、春が来るんでしょう。それなりに気温も上昇しているので、良
しとしましょうか。
総会の吹雪よりいいじゃありませんか。総会といえば、皆さんお疲れ様でした。やっぱり人数が集まると楽しくて
いいですね。話も色んな視点から突っ込みが入って、盛り上がったように思います。保父会の活動内容については、
いろいろな点で、検討が必要なようです。
個人個人の保父会に対して、考え方、その他のイベントなどに臨む姿勢などなど、改善点は色々ありますが、当面
の目標は会員数を増やすこと、そして、例会は少なくとも10人は集まることでしょうか・・・？ 私も私なりに、研
修の場などで、積極的に声を掛けていきたいと思います。そろそろ、対外に、何かしら活動をアピールして行かない
と今後の活動に影響が出てきますね。若い人たちを育てないと・・・。
さて、年度末の準備に追われておりますが、あと数日で、新年度でございます。今回、私はまたしても大きいチー
ム（ウチはチーム制 3.4.5歳を6人で担当）そんでもって、チームリーダー（なんと3年目）。そろそろ結果を残し
ていかなくてはいけません。去年は保育者の資質もさることながら、チーム内の連携がバラバラでした。勿論それぞ
れの遊びの繋がりがなく、行事となると遊びの継続が無いためてんてこ舞い・・・。チーム内で、とことん話し合っ
て、意見が対立したり、喧嘩したりすることもありません。全体的に仲が良いというか、自分の領域をわきまえすぎ
というか・・・。
わざわざ喧嘩をしようと言っているのでは、ありません。でも、個人それぞれに「自分はこうしたい」「自分だっ
たらこうする」、喧嘩できるだけの思いがどれだけあるか。そして、それが他の人にどれだけ伝わっているか。なか
なか難しい問題なのですが、そこをクリアしていかないと、チーム制になった時にすべてにおいて上手く機能してい
きません。クラスの問題をそれぞれがチーム一員としてどれだけ考え、子ども個人の問題もチームとしてどれだけ考
えているか・・・。若いとか、年をとっているとか、好きとか、嫌いとか、合うとか、合わないとか・・・。そんな
問題で片付けていると、なにも新しい物は生まれないんだなぁ・・・と痛感した一年でした。
来年度は、それぞれが、きちんと言葉で伝え合うことを目標にやっていきたいと思います。個人としても人のせい
ばかりにしないで、まずは自分が他の人に考えていることを解りやすく伝えること。更に、子どもの中にもっと入っ
ていき、一緒に遊ぶ中で、普段の遊び自体を盛り上げ、そこから、行事へとつなげていくい事なんかを大切にやって
生きたいと思います。
・・・とにかく前向きに。今度、例会で、チーム制の事について話合って見
たいものです。必ずしもチーム制よいところばかりとは、限らないので質問も
含め、検証してみていただきたいものです。

MLBボールパークシリーズ

なんだか真面目に書いておりますが、日ハムどうした？！なかなか結果がで
ないじゃないか・・・。やっぱりセギノ−ル頼りなのかぁ・・・・。稲葉が、
がんばっているじゃないか。ダルビッシュ？ きちんと体を作ってください。
野球を甘く見ちゃダメですよ・・・。
飽きるのも解りますが・・・。個人的には、マイケルナカムラがんばれ！
No.11
そして、坪井復活！！ 頼みますよ。

スカイドーム トロントブルージェイズ
マイケル・ナカムラ投手が去年まで在籍。
数少ない私が行ったことのある、ボールパー
クです。世界初！ 開閉式ドーム。
ちなみに人工芝です。

それでは、例会を楽しみにしています。10人集まるかな・・・？
3/30

亘

オススメえほん
ミミズのふしぎ

ふしぎいっぱい写真絵本 (3)
さく
皆越 ようせい

ポプラ社

帯で宣伝しすぎですが、中身はとっても興味深いものでした。
雨上がりの、園庭の謎が、1つ解けました・・・。
これからの季節にぴったり。

アマガエルとくらす
ぶん・山内祥子

え・片山健

福音館

洗面所に入って来たアマガエルとの数年間の暮らしを絵本にしたものです。
「きゃ~かえる！」とならないんですね。
春になったら、田んぼへ行ってみよう。

総会報告
2005.2.19~20に深川市のまあぶオートキャンプ場にて、2004年度の総会が行われました。保父の会初のキャ
ンプ場での総会でした。冬真っ只中ですがコテージは快適でしたし、料理長船山氏を中心においしい料理も食べられ
ました。まわりに気兼ねなくゆっくりとした時間を過ごすことが出来、良かったと思います。
ただ、翌日仕事や結婚式など予定の入っていた小田さん、浅利くん、村岡くんは、早朝に札幌に戻らなくてなら
ず、猛吹雪で自動車道が通行止めのなか大変だったようです。遠いので参加は厳しいという意見もありました、しか
し札幌から遠い地域からの参加者（旭川から藤原くん、美深から本間くん）があったのは深川で行ったからこそであ
り、来年度場所を決める時には、皆さんの事情を考慮して場所を決めなくてはと思いました。
【報告事項】
・2004年度活動報告・
05/21(金)
近況報告会（幌北中央）・・・・・６名参加（学生1名）
07/16(金)
園庭開放ビヤガーデン（まこと保育所）・・・・・６名参加（学生5名参加）
08/21(土)
文教ワクワク広場（文教幼稚園）・・・・・２名参加
09/03(金)
保育交流会（幌北中央）・・・・・６名参加
10/09(土)
スポーツ交流会（文教短大）・・・・・５名参加（学生8名参加）
12/11(土)
忘年会（すすきの）・・・・・６名参加
02/19(土) ~20(日) 総 会（深川まあぶAC）・・・・・10名参加
ほっぷ・ステップ・JUMP！・・・・・vol.61~65を発行 vol.66を2005.3発行予定
ホームページ・・・・・随時更新、過去のほっぷを全て掲載完了
〈活動への意見、反省〉
・昨年よりバラエティに富んだ内容だった。
・まこと保育所の行事や文教子育て支援等への参加は、視野を広げたり、保父の会をアピールする意味でも有意義
だった。
・若い人は話を聞いているだけで終わりがちで、参加する事がプラスになっているのか？
・親睦のイベントをやりたい。
・保育学会発表を視野に入れた研究活動を行いたい。

・2004年度会計報告・
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※ 収入合計 29,658 − 支出合計 18,456 ＝ 次年度繰越 11,202
（収入内訳）

前年度繰越16,577

（支出内訳）

事務費 5,612

（次年度繰越）

現金・預金 8,348

会 費11,000
行事費 2,364

切手換金 1,660
切手換金 1,660

総会余剰金 421
郵送費

8,820

切 手 2,854

【検討事項】

・会則の確認と検討・
-検討前の会則1. 会の名称
北海道の子どもと保父の会といい、事務局を札幌市北区北20西3丁目19幌北中央保育園内におく。
※1
2. 会の目的
道内の 男性保育者及び、保育に関心の持つ者の思想信条、立場を越えた親睦と研究・研
3. 会の活動
4. 会
員

修活動を行う。
目的に基づき、年数回の定期例会を行う。又、年に一度の総会を行う。
※2
一、正会員
男性の保育担当者、及び男性で会の目的に賛同する者。
二、賛助会員

5. 会
6. 役

会の趣旨に賛同、又は協力してくださる個人及び団体（男女を問わず）

費
員

一人及び一団体
壱千円（年会費−事務・通信費として）
以下の役員を置く。
会長、事務局、会計、会計監査
7. 役員任期
各二年、留任は二期までとする。
（付則）
この会則の改正は、総会においてのみ行われる。
〃
は、平成8年1月30日より、実施する。

〈話し合いの要点〉
・保父の会は“思想信条、立場を越えた親睦”が目的で設立された。男性が複数いる園も増えているがなかなか会
に参加する人が増えていかない現状がある。新人を見かけたら積極的に声をかけ、輪を広げていく努力をしていく
事を再確認。「保父の会」に偏ったイメージを持っている人が多いのは事実だが、園長が採用した男性保育士の
“ガス抜き”に保父の会を紹介するという流れもあるので、今後色々な場所で保父の会をアピールしていくことが
必要だろう。

〈改正点〉
※1 男性保育者の表記について 「男性保育士」に変えてはという意見があったが、それは資格名であり、保父の
会は保育園保育士に限らず集まっている団体のなで、あえて変更はしない。
※2 正会員・賛助会員の区別をなくし、「男性で」という言葉を削除し、女性も含めて広く受け入れる。
・上記の話し合いの結果、下記のように会則が改正されました。
【会 則】
1. 会の名称
2. 会の目的
3. 会の活動
4. 会
員
5. 会
費
6. 役
員

「北海道の子どもと保父の会」といい、事務局を札幌市北区北20西3丁目19 幌北中央保育園内におく。
道内の男性保育者及び、保育に関心の持つ者の思想信条、立場を越えた 親睦と研究・研修活動を行う。
目的に基づき、年数回の定期例会を行う。又、年に一度の総会を行う。
男性の保育担当者、及び会の目的に賛同する者。
一人及び一団体
壱千円（年会費−事務・通信費として）
以下の役員を置く。
会長、事務局、会計、会計監査
各二年、留任は二期までとする。

7. 役員任期
（付則）
この会則の改正は、総会においてのみ行われる。
〃
は、2005年2月20日より実施する。

・2005年度の活動予定・
5月未定日（金） 近況報告会
幌北中央保育園
7月未定日（金） 園庭開放ビヤガーデン
まこと保育所
9月未定日（金） 保育交流会
幌北中央保育園
未 定（土） スポーツ交流会
文教短大
12月29日（土） 忘年会
すすきの
2月18日（土） 総 会
未 定
~19日（日）
※その他にも保育研究・文教幼稚園と共催事業など検討中。
ほっぷ・ステップ・JUMP！ 6部発行予定（例会前月が基本）
・2005年度会計予算・

※（収入計）26,202 − （支出計）21,202 ＝ （次年度繰越）
（収入内訳）
（支出内訳）

前年度繰越11,202
会 費15,000
事務費 6,000
郵送費 9,000
例会補助費

3,000

5,000
予備費

3,202

※昨年以上に緊縮財政になっております。会費の納入はお早めにお願いします（会計より）。
・総会スナップ・

調理担当船山さんとその弟子達

総会らしくなってきました。

話し合いの前にすでに乾杯!?

話し合いが終わり、和やかなひととき。

アドレス交換をする者、ゲームを楽しむ者、密会（？）する者

疲れた船山さんは押し入れで、

酔いつぶれた亘会長は廊下でおやすみ

。

外は猛吹雪でした。

。

オツカレサマ。

文蔵のひとりごと
いよいよ愛知万博が開幕された。
テーマは「自然の叡智」環境保全の先進技術を世界に広め、人と自然の共生
に結び付けたいと考えている。
国内開催としては、大阪万博以来35年ぶりとのこと。
誰が言ったのかは記憶にないが、万博は時代を映す鏡だ。と言った。
「人類の進歩と調和」を掲げた大阪万博。経済が大きく成長した20世紀と
なった。
愛知万博は21世紀初の万博となる。
いまや地球上では、急速な経済成長の反面大気の汚染や温暖化が地球規模で
広がっている。
これらを制御して自然との共生を図る取り組みをテーマとしたのは妥当な選択だと思う。
そういった中で会場作りも竹をふんだんに使って日よけにしたり、交通機関にはリニアモーターカーを使ったり
燃料電池バスなど先進の輸送機器が使われている。
電力供給にも太陽光やバイオ、が導入されている。
そうした中一方では、こういったこともあったらしい。
当初の計画で「海上の森」と呼ばれる里山を切り開いて主会場にするはずだった
がオオタカなど希少種への影響を危ぐする環境保護団体の反対で大きく修正され
た経緯もあるとのこと。
日本野鳥の会など環境保護3団体が万博協会主催のシンポジウムへの不参加を表
明したとの報告もあった。
どうやら、海上周辺のことに関して不十分であったらしい。
環境万博の自負があるなら、協会側はこういった団体に対して誠意を持って対応
し協力を得るように努めてほしかったと私は思う。
ちなみに開幕初日の入場者数は43.023人で想定の半分程度だったそうだ。
以上

例会のお知らせ
2005年度最初の例会は5月13日（金）18時30分から幌北中央保育園にて「近況報告会」を行います。終わった
後に24条でお酒を飲む、なんてのもいいですね。なるべく公共交通機関でお越しください。新人男性保育士の情報を
得た方は是非誘ってきてください（「タダでお酒が飲めるよ」とか言って騙して ）。保父の会に感心のある女性保
育士の方も歓迎しますので、職場で保父の会を話題にして連れてきてくださいね。

HTBから取材の依頼が来ています。
先日、メールで取材の依頼が来ました。
お世話になっております。
北海道テレビ報道の○○と申します。
現在男性の保育士について興味を持っておりまして、
取材の前段階としてリサーチをしております。
つきましては、
今年から保育者としてスタートする方がいらっしゃいましたら、
ぜひ目指した動機や、やってみてのやりがい、やってみて難しいこと
などあれば、ぜひお話を聞いてみたいと思っております。
以下省略
その後のメールでは、どうやらドキュメントタッチで取材するとの事。
男性保育士がどう扱われるのか、興味津々ですね。

編集後記
今年の冬はインフルエンザが流行し、春の花粉の量も最大だと言われています。体調を崩してしまった人も多いの
ではないでしょうか？ 保育士は体が資本です。無理せずにがんばりましょう。
2005年度が始まりました。新人を迎え、また新たな気持ちでスタートです。私は毎年4月に今年度の目標をたてて
います。2005年度の目標は「行動力と地道な努力」です。おっくうがらずに何にでも挑戦する気持ちを持ち続け、
トレーニングジムに通い、体力をつけていこうと思っています。日ハムのSHINJOが目標かな？ ナンチッテ

事務局

幌北中央保育園

札幌市北区北20条西３丁目19

☎ 011-716-1841
発行責任者

桑原

一司

FAX 011-716-1852

