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地域の子育て支援機能の充実を図る拠点施設として、下田市民スポーツセンター
(サンワーク下田)の隣に子育て支援センターが４月１２日にＯＰＥＮしました！
子育て支援センターは、０歳児から就学前の子ども達、その保護者の方々と一緒に
子育てについて考え、支援を行うところです。

子育て相談

親子の交流の場

常駐の保育士が
子育てに関する
相談に応じます!

自由に遊べる保育
室があります！
遊具・砂場・絵本
などもあります!

開設日時：月曜日〜金曜日
(土･日・祝祭日、年末年始は休館)

子育て講座

開館時間(相談など) ： 8：30〜17：15
開放時間(保育室) ： 9：00〜11：30、
13：00〜15：30
問合せ先： ２７−２２００

子育てに関する
講習会や講演会
を開催します!

その他
仲間作りのお手伝いや
子育てサークルを
支援します!
イベントの開催なども

子育て情報
の提供
地域の関係機関
と連携して
いきます!

地域の子は、
地域で、みんなで、育てよう！ 下田小学校区の登下校の見守りについて

子どもの登下校時に、街なかで通学路の見守りをして下さっている方や青色防犯回転
灯をつけた自主防犯パトロール車が巡回しているのを見かけたことはありませんか？
そうした登下校時の見守りを、下田小学校区で行っている下田小学校区安全会議代表
の立野健藏さんにお話を伺いました。
地区安全会議ってどんな事をしているんですか？
地区安全会議は、地区の色々な組織を１つにまと
め、地域と学校、警察、行政などが情報を相互に共
有し、問題を解決していく組織です。
具体的な活動としては、下田小学校区で毎日登下
校時の見守りや青パトの巡回を行ったりしています。
青パトってなんですか？
青色防犯回転灯をつけたパトロール車を使った、防犯ボランティアによる巡回のこと
です。青パト巡回をやると犯罪が１/4 に減るとのデータもあります。子どもの犯罪被害
は表に出てこないケースが多いので、実被害数はデータよりもかなり多いと思います。
犯罪が少しでも減るように青パトの活動が市内全域に広がってほしいと思います。また、
我々も他地区にも回れるように現在警察へ申請をしています。
登下校時の見守りをやっていてどんな事を感じますか？
子ども達がすごく変わったと思います。例えばあいさつ
にしても、始めはできない子が多かったですが、今は子
どもからあいさつをしてきますし、時には悩みなどの相
談まで受けたりします。そうした人と人とのつながりが
できてくると、より防犯につながっていくと思います。
今後はどんな活動をしていきたいですか？
見守りをしていると、いつも通る高齢者の方とも仲良くなります。そうしたつながり
を強くして、地域の福祉活動を盛んにしていきたいです。防犯活動というのは、地域福
祉活動を行うための切り口の１つだと思います。子どもや高齢者にとって暮らしやすい
まちにすることは、大人にも暮らしやすいまちになるのではないでしょうか。
地域で地域を守っていくには？
「昔は、あの子はあそこの子だとわかったが、今
はわからなくなった。
」という声をよく耳にしま
すが、大人からも子どものところに飛び込んでわ
かろうとすることが大事だと思います。地域のつ
ながりが希薄になってきているといいますが、や
っぱり地域のことは地域が一番わかります。地域
の人がもっと子どもや高齢者など地域に関心を
むけて、できることから少しずつ協力し助け合っ
ていけたらと思います。

ホテルジャパン下田での職場内託児事業について
職場と託児場所が同じだったら便利だな〜と思う子育てママ･パパも多いと思います。吉
佐美にあるホテルジャパン下田では、従業員向けの託児事業を行っています。ホテルジャパ
ンの保育士の佐藤さんと、お子さんを預けられて働いている山本さんからお話を伺いまし
た。
いつから託児を行っているのですか？
３年前から行っています。ホテルジャパンの系列
で託児施設があるのは下田だけです。
対象は？
従業員のお子さんは、平日は１歳、２歳児が対象
となります。３歳になると保育園に入るケースが
多いです。
土日祝祭日は、３歳児以上も預かっています。
また、宿泊者の方の託児やキッズルームもあり、
夕食時などに預けられるお客様が多いですね。

【海が一望のきれいな託児施設】

託児があると知っていましたか？
求人に託児があると載っていたので、この職場を選びました。
託児がなければ、働けなかったです。他のお母さん達も託児
があるからと選んだ方は多いですね。
職場内託児の良い点は？
子どもと一緒に職場に来て、帰ることができるので楽です。
でも、一番はそばに子どもがいるという安心感のなかで仕事
ができることですね。
急に発熱したときもすぐに教えてもらえるので助かります。

地域のことは、地域で守りたい。昔の下田のよ
うに人のつながりを大事にしたい。人と人がつな
がると防犯にもなるし、地域福祉にもつながる
し、何より会話が楽しい！・・・立野さんの熱い思
い。やってもらおうではなくて、やってみよう(関
心を持とう)なんですよね。

カンボジアの女性省大臣が
市役所を表敬訪問（４月８日）

ホテルジャパン下田の託児も従業員の子ども
は職場で守りたい。ということなのだと思いまし
た。
できることをできる範囲でやっていくことが男
女共同参画なんだと改めて感じさせられました。
自分のできることは・・・なんだろう???

カンボジアは日本と比べてもまだまだ
女性の地位が低いと話されていました
が、女性省があるのですね！

『ひよこサロン』下田市社会福祉協議会
子育て中のお母さん（保護者）の交流の場、情報交換の場、子ども同士の交流の場として、親子で自
由に遊ぶことができるスペースを提供します。
【開催日時】 毎月 1 回、月曜日、10 時から 12 時まで
《平成 22 年度開催予定日》
4 月 12 日

5 月 17 日

6月7日

7 月 12 日

8月 9 日

9月 6 日

10 月 4 日

11 月 8 日

12 月 6 日

1 月 17 日

2月7日

3月 7 日

【開催場所】 道の駅開国下田みなと 4 階会議室＜電話：２５−３５００＞
【内
容】 ◇自由遊び（10 時から 12 時）
◇お楽しみイベント（10 時 30 分から 30 分程度）
【参 加 費】 無料
【持 ち 物】 くつ袋
【対 象 者】 未就学児と保護者(市外・妊婦の方もご参加下さい。)
◎問い合わせ先 下田市社会福祉協議会 電話：２２−３２９４

『 遊・ＶＩＶＡ！ 』

今年も市内各地で開催します！

学校・家庭以外の 子育て・子育ちの場 づくりをモットーに、毎月 1 回、市内のどこかで「遊・ＶＩＶＡ！」
を行います。子どもの遊び場、保護者の相談、子育て情報の提供など、会場内は親子といろいろな世代
の人たちの賑やかな声でいっぱいです。
開催日

開催場所

開催日

開催場所

4 月 17 日(土) サンワーク下田

10 月 16 日(土) 須崎漁民会館

5 月 22 日(土) 下田小学校

11 月 13 日(土) 下田小学校

6 月 12 日(土) 稲生沢小学校

12 月 11 日(土) 朝日小学校

7 月 17 日(土) みくらの里

1 月 22 日(土) みくらの里

8 月 21 日(土) 中央公民館

2 月 19 日(土) 中央公民館

9 月 11 日(土) 南伊豆中央公民館

3 月 12 日(土) 稲梓基幹集落センター

※開催日時、場所は、変更となる場合があります。

【開催時間】 各会場とも 10 時から 15 時まで
【入 場 料】 大人・子ども（2 歳以上）
一律 100 円（保険料＋材料費）
【持 ち 物】 遊・ＶＩＶＡ！セット
《上履き、靴入れ袋、水筒、手提げ》
一日遊びたい人は、お弁当とシート！
◎問い合わせ 遊・ＶＩＶＡ！ネットワーク 電話：０９０-３５６２−４９００
※男女共同参画情報紙「ハーモニー」は、下田市役所ホームページでもご覧いただけます。
アドレス http://www.city.shimoda.shizuoka.jp/ 下田市役所（Ｔｏｐ→市政ガイド→男女共同参画）

