
「はじめまして♪」                     NO. はじめの 1 歩  6 月 1 日 

 

子育て支援室の子ども家庭支援員の高島です。 

中能登町では、今年から相談窓口「kotona」を開設しました。「kotona」では、妊娠を希望される方をはじ

め、妊娠期から子育て期、学童期、思春期のお子さんの相談窓口です。 

妊娠前後のご相談は勿論、0 歳から 18 歳までのお子さんの成長を切れ目なく、長い目で保護者のみなさん

と共に見守り、支援させて頂けたら嬉しいです。 

お気軽にご相談くださいね。また相談に限らず、子育ての楽しさや嬉しかったことなどもぜひ教えてくださ

いね。「kotona」が身近な居場所になれば嬉しいです。 

そして、妊娠、子育てに関するいろいろな情報やイベント等もこちらから発信していけたらいいなと思って

います。 

みなさんとおしゃべりしているような感覚で、私のひとり言もこちらに綴っていけたらなと思っています。 

どうぞお付き合いくださいね♪ 

 

このお花は何のお花かわかりますか？ 

とっても可憐でかわいいですよね。お花屋さんには売っていないこの花。  

 

そうです。「ナスの花」なのですよ。 

スーパーでみかける頃には、花は実に姿をかえて並んでいるあのナスです。 

我が家の家庭菜園で、ちょっと早めに１つだけ咲きました。。 

花の時期はとっても短いけれど、実をつけるために一生懸命に咲く花には、実は命を守るための SOS の 

サインがあるんですって。 

 

ナスは 1 つの花の中に雄しべと雌しべがついていて、中心に 1 本だけある白いのが「雌しべ」、その周りを

囲むように複数本ある黄色いのが「雄しべ」。 

雌しべが雄しべよりも長くなっていると肥料が足りている証拠。逆に、雌しべが雄しべに埋もれて見えない

場合は肥料不足のサインなので、栄養がないと大変、“たすけて～”とサインを出しているのですね。 

こんな小さな花にもそんな力があるなんて驚きです。 

小さいけれど、精一杯の SOS。その姿は子どもたちと重なる部分があって、それにちゃんと気づいてあげ

られる大人になりたいと改めて思いました。 

 

ナスの花には素敵な花言葉もあります。 

「よい語らい、優美、希望、真実、つつましい幸福」 

なんだか、「kotona」のイメージと重なって嬉しくなりました♪ 

「kotona」もみなさんと一緒に、ゆっくりのんびり成長していきたいなと思っています。 

どうぞよろしくお願いします。 

こちらも、ゆっくり更新していきたいと思いますので、ぜひのぞいてくださいね。 

 

◇「kotona」の記事や情報は、中能登町ホームページ→子育て→子育て支援→kotona。もしくは 

ホームページ→子育て応援サイト→子育てレポート→kotona よりご覧いただけます。 

 



「だいじょうぶ。のちから」              NO.２歩  6 月 11 日 

 

こんにちは。子ども家庭支援員の高島です。 

お散歩中に息子が、カタツムリを見つけました。梅雨がすぐそこまで来ているのですね。 

おうち時間が増えている今、梅雨の時期も何か楽しいことを見つけながら生活したいものです。 

我が家は、自宅のダイニングテーブルが卓球台に早変わり！という、ネットとラケットの卓球セッ

トを購入してみました。私が一番燃えそうで怖いです(^^) 

 

家族や周りのだれかが、何か失敗した時、とっさに出てくる言葉「だいじょうぶ！？」 

（ちょっと大きめの声） 

でも、この「だいじょうぶ！？」の言葉には、受け取る側は「大丈夫じゃないのに・・・」や、 

人前で言われると余計に恥ずかしくなった経験がありませんか？私自身の経験です。 

 

せっかく素敵な言葉なのに。 

そこで、言い方をかえてみました。幸か不幸か、ある日、冷蔵庫から牛乳を取り出そうとした小学

生の息子が手を滑らせ、まだ半分以上ある牛乳を床に落としてしまったではありませんか！！ 

床は白い水たまりです（涙） 

母の心の中の天使と悪魔がしばし闘ってから、落ち着いて、笑顔で「だいじょうぶだよ」と声をか

けました。すると、どうしよう！と焦っていた息子の表情もほっとして笑顔にかわり、一緒に床を

掃除しました。 

 

私達が普通にできていることも、子ども達には挑戦だったり、はじめてだったり。だから失敗しな

がら身に付けていくんですよね。そんな失敗は、成長という名の種。その種を私達大人は大切に育

ててあげたいですね。 

子どもよりも長い年月の中で、たくさんの経験をしてきた私達だから、だいじょうぶと言えるのだ

と思うのです。 

失敗した時に、隣にいてくれる誰かに、優しく「だいじょうぶ。」そう言ってもらえるだけで、 

心もだいじょうぶなんだと思えます。 

 

でも、そんな「だいじょうぶ」も心に余裕がないと言えない言葉なのかもしれません。 

そんな時は「kotona」にいらしてくださいね。 

そして、「だいじょうぶ。」は周りの人だけでなく、自分自身にもかけてあげてくださいね。 

今日もお付き合い下さり、ありがとうございます♪ 

 



「 自分らしい子育て。」        NO.３歩  6 月２2 日 

 

こんにちは。子ども家庭支援員の高島です。 

「kotona」の相談窓口を開設してから、もうすぐ 3 か月を迎えようとしています。 

子育て支援室へ来て下さる方が少しずつ増えて、皆さんとお話できることに感謝の気持ちでいっぱ

いです。その子らしい成長、その人らしい子育て、家庭ごとの幸せをこれからも一緒に見守らせて

頂けたら嬉しいです。今日は、少しだけ私の育った家族についてお話しますね。 

 

私の父は、THE 昭和！な気質で、3 人姉妹の長女だった私には特に厳しくしてきたといいます。 

就職して初めて購入した車のタイヤ交換で、父に「初めてだからタイヤ交換してくれる？」と 

お願いすると、父は「もし、出かけた先でパンクしたらどうする。自分でかえなければいけないん

だぞ。」と手伝ってはくれませんでした・・・ 

しかたなくタイヤ交換の手順を調べてから準備をし、ぎこちない手つきで交換していると、その 

そばには、父がずっといてくれました。手伝うでもなく、常に声をかけるでもない父は、ただ見守

ってくれていました。そして完了すると、タイヤを洗い、メンテナンスをすることを教えてくれま

した。幸
さいわ

い一人の時に故障したことはありませんが、もし遭遇
そうぐう

しても、きっと落ち着いて行動で

きたと思います。 

厳しさの中にある、“信じて見守る。”という本当の愛情を親となった今、知り、父へ感謝していま

す。そして、叱られた、その倍の時間、遊んでくれたことも思い出します。 

今、私は父がしてくれたように、わが子へはできていません。子供が失敗しないように先回りをし

て手伝うこともあります。心に余裕がなくて、ゆっくり向き合えないこともあります。 

息子が「明日は大会メンバーの発表なんだ。」と緊張している様子を聞くと「だいじょうぶだよ。」

と言葉をかけながら、もし選ばれなかったらどんな言葉かけをしよう・・・と、一緒に緊張し、悩

んでしまいます。でも、きっと私の親も同じ気持ちだったのではないかと今思うのです。それでも

子どもが、いつか自立し、一人で生きていかなればならない姿を想像し、時に厳しく接してくれた

親に大きな愛を感じました。そして親になった今、その難しさを痛感しています。 

そう思うと、子どもの成長は親の成長でもあるのかもしれませんね。 

だから私もまだまだ成長の途中。“父とはちがっていい。ゆっくり、試行
し こ う

錯誤
さ く ご

しながら、自分らし

い子育てをしよう。”そう思い、子どもが巣立つまでの限られた時間、子育てができる今を楽しも

うと思います(^^) 今日もお付き合いくださり、ありがとうございます。 

「kotona」では、毎日頑張っておられるみなさんを応援しています🍀 

いつでもいらしてくださいね。 



  「防災・いざという時に備えよう～水害編」  NO.４歩  7 月６日 

 

 こんにちは。子ども家庭支援員の高島です♪ 

4 月に相談窓口「コトナ」を開設してからはや 7 月。月日が経つのは早いですね。皆さんが気軽

にお話しできる場所を心がけています。ぜひ、お立ち寄りくださいね。 

さて、梅雨に入り、お天気が安定しませんね。梅雨の時期に心配される大雨は、時に災害が発生

します。今日は「水害」について、みなさんと一緒に考えてみたいなと思います🍀 

私は、家族を守りたいという思いから「防災士」の資格を取得しました。災害は、いつどこで起

こるかわかりません。普段から準備や知識があれば被害を少なくすることはできます。日頃の準

備や、日々の積み重ねが大事だと思っています。そこで皆さんに防災クイズです。ご家族でチャ

レンジしてみてくださいね。では問題です♪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※浸水（しんすい）・・・水につかること。水が入り込む状態のことです。 

 

楽しんでいただけましたか？(^^) 

答えは、B のかさになります。長靴は水の中では脱げやすく、中に水が入ると歩けなくなるので、

スニーカーをはきましょう。水着やビーチサンダルはガラスやがれきが肌にふれ危険です。ケガ防

止のため、長袖長ズボンが基本です。 

正解の傘ですが、さして使うのではありません。道路と用水路の境目が見えなかったり、マンホー

ルのふたが外れていたりする場合もあります。また、がれき等が見えない為、足元を探りながら“つ

え”の代わりに使用します。 

 

ご家族やお子さんとの時間、時には防災について話し合い、家族の絆や、いざという時の為の団結

を深めてくださったら嬉しいです。 

今日もお付き合いくださり、ありがとうございます🍀 

  



   「ことばのおくりもの」        NO ５歩  7 月１９日 

 

 こんにちは。子ども家庭支援員の高島です♪ 

暑い日が続いていますね。外は暑くても、おかまいなしに元気に遊ぶ子どもたちを見て思いま

す・・・子どもの頃は、ゆったりとした時間の中で、色々な経験をしながら過ごしてきたんだな

あと。道草したこと、逆上がりに苦戦したこと、サンタさんを待ってなかなか眠れなった夜。そ

んな子どもの頃のゆったりした時間も、大人になると慌ただしく、毎日があっという間に過ぎて

いるような気がします。 

 

先日、誕生日に「年をとっちゃうから嬉しくないな。」そう言う私に、息子がひとこと。 

「かあさん、年齢は経験値だよ！」 そ、そっか。経験値か～♡ 

いつのまに、こんなことが言えるようになったんだろう。息子からの素敵な“ことばのおくりも

の”に感激しました。 

自分自身が歳を重ねている間に、子ども達も着実に成長してくれているのですね。 

 

ところが、私は子供たちからの「おかあさん。」の呼びかけに「ちょっとまってね。」と答える

ことが多いのに気がつきました。何かしている時の子ども達からの呼びかけに、自分の用を優先

していることに反省です。ちょっと手を止めて向き合えば、子どもも満足したでしょう。 

自分が言った言葉の後の、相手の気持ちまで考えていませんでした。 

毎日使われている言葉に、「相手を思う気持ち」がプラスされると、言葉は“おくりもの”にな

るのだと、息子に教えてもらえました。 

日々のなにげない「ありがとう」「いただきます」「いってきます」「こんにちは」の挨拶も、

きっと“おくりもの”になっているはずです。 

おくりものでいっぱいの毎日はきっと笑顔でいっぱい。そう思うのです(^^) 

子ども達の元気に負けず、暑い夏を乗り切りましょうね。 

今日もお付き合いくださりありがとうございます♪ 

「kotona」では、毎日頑張っておられる皆さんを応援しています。 

いつでもいらしてくださいね。 

 

 

 

 

 



   「にじいろ」「tunagu つなぐ」のおしらせ 
   NO ６歩  7月 30日 

 

 こんにちは。子ども家庭支援員の高島です♪ 

毎日暑い日が続いていますね。暑くて勉強意欲はなくなっても食欲だけはあるわが家の子どもた

ち・・・暑いと毎日の食事作りも悩みますよね。 

今日は、「にじいろ」と「tunagu つなぐ」のお知らせです。 

「にじいろ」は、言葉の遅れが気になる、落ち着きがないなど、お子さんの発達でお悩みのご家

族を対象にした、気軽にお話しできる場所です。 

お子さんの持っている世界にひとつだけのカラーを大切に、のびのびと育ててあげられたら素敵

ですね♪ 

「tunagu つなぐ」は、最近学校へ行きたがらないなど、お子さんに関することを気軽にお話し

できる場所です♪ 

ホームページ 子育て支援室の kotonaからのお知らせやチラシで紹介させていただいている日

程以外でもお受けできますので、お電話でご相談くださいね。 

「kotona」では、毎日頑張っておられる皆さんを応援しています。 

いつでもいらしてくださいね。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



「おおきくなあれ♪」           NO 7 歩  8月 10日 

 

 こんにちは。子ども家庭支援員の高島です♪ 

小中高生のお子さんは夏休み真っ最中。我が家の息子たちは宿題を前に、途方にくれています。 

子ども達にとって夏休みは、ふだん出来ないことにチャレンジできる大切な時間。そんな風に思

います。計画を立てて宿題に取り組む子、後半戦に持ち込む子。もう、この頃から個性が光って

いますね^^ 

 

私は、子どもの色々な疑問や「どうして？」に、こう答えるよう心掛けています。 

「どうしてだろうね、どうしてだと思う？」です。私達には答えがわかっていても、いったんは

子ども自身に考えさせるようにしています。 

 

例えば、「どうしてトマトの実がなるの？」と聞かれて「太陽と水と光があるから育つんだ

よ。」と答えたら、それ以上追及することがなくなるような気がします。でも、自分で考え、行

動する中で、水だけでは育たないことや、土いじりをしている時にミミズを見つけ、もしかした

ら虫たちも野菜を育てているのかな。と思いをはせることができるのだと思うのです。 

すぐに答えを聞いた、その何倍も脳をフル回転させて考えたり、行動したりする姿は、とっても

輝いてみえます。 

そんな、“こどものちから”を信じて見守りたいですね。子どもの発想は面白くて、親も知らな

かった結果に出会えるかもしれません🍀いろいろな事にチャレンジできる夏は、子ども達のちか

らをぐーんと伸ばしてあげたいですね。 

 

子育て支援室へ定期的に体重をはかりに来て下さる、お母さんと赤ちゃんの姿を私たちは楽しみ

にしています。１ケ月で、ぐーんと大きくなられるお子さんの姿を見てびっくり。赤ちゃんの頃

から、1日 1日、心も体も成長しているのですね。 

「kotona」では毎日頑張るみなさんを応援しています。いつでもいらしてくださいね。 

今日もお付き合いくださりありがとうございます♪ 

 

 

 

 

 

 



   「笑顔の花束」           NO ８歩  8 月２４日 

 

 こんにちは。子ども家庭支援員の高島です♪ 

暑かった夏も、朝晩は涼しくなり、秋がもうすぐそこまで来ているような気がします。 

昨年から続く新型コロナウイルス感染拡大によって私たちの生活は大きく変わりました。 

ソーシャルディスタンスやステイホームなど、聞きなれない言葉の中、生活様式の変化によって

私たち大人も、子どもたちも、少なからずストレスを抱えて生活しています。 

外出ができなくなってから我が家の末っ子は「コロナ宇宙へとんでいけ～！」と言っています。 

そんな子どもたちが笑顔でいられるよう、親として何ができるのか悩んだ夏でもありました。 

 

そして、私の出した結論は、“いつも通りに”でした。 

特別なことはきっと続かないから「毎日、温かいご飯を作って家族を迎えよう。」それが、家族

の笑顔につながると思いました。そんなある日、息子たちが「母さん、明日の夕飯は僕たちが作

るよ。」と言ってくれました。初めてです（涙） 

翌日仕事から帰ると、キッチンに立ち、慣れない手つきで野菜を切ったり、フライパンで炒めた

りする息子たちの姿がありました。かわろうか？と言いたい気持ちをぐっとこらえて待っている

と、美味しそうな炒飯とお味噌汁がテーブルに並べられました。息子たちの笑顔もプラスされ、

普段の何倍も美味しくて温かい食事になりました🍀 

 

コロナ禍の今は様々な場面で我慢したり、制限されたりすることが多く、気持ちがふさいでしま

いますよね。そんな毎日の中、つい、できないことに目が向いてしまいますが、できていること

も実は沢山あって、そこに光をあてると、なんだか幸せな気持ちになることを息子たちが教えて

くれたような気がします。 

楽しい時は笑顔が育ち、苦しい時は心が育つ。そんな言葉を聞いたことがあります。 

どちらも自分にとってプラスの出来事。きっと、意味があることなのだと思うのです。 

ストレスや悩みはひとりひとり違って、そこに重い、軽いはありません。一人で頑張りすぎない

でくださいね。自分に優しく、大切にすることで笑顔になり、その笑顔は家族や子供たちの笑顔

につながって“笑顔の花束”になると信じています。 

「kotona」では毎日頑張るみなさんを応援しています。 

いつでもいらしてくださいね。今日もお付き合いくださりありがとうございます♪ 

 

 

 



   「となりに。」             NO ９歩  ９月 10日 

 

 こんにちは。子ども家庭支援員の高島です♪ 

9月に入り、風が涼しかったり、夕方は暗くなる時間が早くなったりと、秋を感じますね。 

もし、季節に色があるなら秋は何色かな。。。みなさんは何色を想像されましたか？ 

 

ストレスや悩みはひとりひとり違って、そこに重い、軽いはありません。一人で頑張りすぎない

でくださいね。自分に優しく、大切にすることで笑顔になり、その笑顔は家族や子供たちの笑顔

につながって“笑顔の花束”になると信じています。前回にもお話しさせて頂きました。 

 

「kotona」へ相談に来て下さる方のお話を伺う際に、大切にしていることがあります。 

“となりに”です。お話して下さる方と私の心が向かい合っているのではなく、となりに座って

一緒に同じ方向を見ている。というイメージです。そうすることで、同じ景色を見ることができ

ると思うのです。 

これは以前、小学校で勤務していた時に子供たちと接する中で学んだことです。 

課題に取り組めない子、教室を飛び出してしまう子、お友達とトラブルになってしまう子。 

そんな子供たちの思いに寄り添う時、向かい合って自分のものさしで見てしまうと、子ども達は

心を開いてはくれませんでした。同じ景色を見て、「ああ、自分はこう見えていたけれど、こん

な風に見えていたんだ。」と相手の思いを想像すると、本当の思いに気づくことができました。 

 

秋は何色？ 

私は、薄茶色を思い浮かべました。でも、それも人それぞれ。いろんな色があって良いと思いま

す。そして、いろんな色があるからこそ素敵だと思います♪ 

「kotona」では毎日頑張るみなさんを応援しています。 

いつでもいらしてくださいね。答えはみつからないかもしれませんが、となりで同じ景色をみな

がらお話ができたら嬉しいです。 

今日もお付き合いくださりありがとうございます♪ 

 

 

 



   「旬のえいよう。」            NO 10 歩  ９月 24 日 

 

 こんにちは。子ども家庭支援員の高島です♪ 

食べることが大好きな私は、食欲の秋を満喫しています。美味しいものを食べると幸せな気持ち

になりますよね。さらに、誰かが作ってくれたら最高なのですが (^-^; 

旬のものは栄養も豊富で、私たちの体に必要な物を季節ごとに与えてくれます。 

春が旬の食材には、胃腸の働きをやさしく目覚めさせてくれる役割があり、夏には、暑い夏を乗

り切るために、体を冷やしたり食欲増進したりする効果があるそうです。一方、寒くなる秋から

冬にかけては、体を温めてくれる根菜類が旬を迎えます。旬の食材はその時期の体が必要とする

食材だからこそ、私たちは全身で美味しいと感じるのですね。 

 

子どもの成長も似ているところがありますよね。 

乳幼児期から学童期、そして思春期と、その時期にしか経験できないことがあるからこそ、たく

さん吸収して、心も体も大きくなって欲しいですね。 

そして、そんな子供たちの笑顔も、その時にしか見ることのできない「旬」 

見逃さないようにしたいです。 

そうそう、私たち親世代も子どもには負けません。まだまだ「旬」ですよね！ 

 

「kotona」では毎日頑張るみなさんを応援しています。いつでもいらしてくださいね。 

今回でちょうど 10 歩目の「kotona だより」これからも、ゆっくりのんびり更新しながら、 

みなさんとお話できたら嬉しいです。先日、子育て支援室へ来てくださった方から「kotona だ

よりを見ています。」と声をかけていただきました。見てくださっている方とお話できたのは初

めてだったので本当に嬉しかったです🍀 

今日もお付き合いくださりありがとうございます♪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   「たいせつな時間。」        NO 11 歩  10 月１４日 

 

こんにちは。子ども家庭支援員の高島です♪ 

10 月に入り、一段と秋らしくなりましたね。明るいと、ついついあれもこれもと動いてしまうの

で、暗くなるのが早い秋冬は、秋の夜長を楽しむのもいいなぁと思っています(^^) 

忙しい毎日の中で自分の時間を作ることは難しいけれど、ゆったりとした自分の時間があるからこ

そ、笑顔でいられたり、家族に優しくできる“たいせつな時間”です。 

私の今の楽しみは、撮っておいたドラマを観たり、おいしいものを食べたり。それから週末は、 

ひとりでゆっくりお風呂へ入りたいな。など、どんどん夢が広がります♪ 

 

私にとって、もう一つの大切な時間は、子どもとの時間です。 

毎日、夕食の時間に今日あったことを話し合うようにしています。 

「今日はどんな 1 日だった？」に思春期の息子は「ふつう。」と答える日がほとんど。それでも、

こんなことがあったんだよ。と言ってくれる日もあるので、やめられません。 

なんだかトレジャーハンターの気分です(^^) 

平日は子ども達も親も戦闘モード。自分が家事をこなしている時に、子ども達が自分のタイミング

で話しかけてきた時は話半分で、自分の仕事を優先させてしまうことも。せっかく子どもから話し

てくれた気持ちを受け止め、いったん手を止めて１００％向き合ってあげたらいいのに。それくら

いの時間家事が遅れてもなんてことないのに。頭でわかっていてもなかなかできず、日々のやりと

りもおろそかになりがちです。だから、食事の時間はお互いにゆったりと話せる大切な時間になっ

ています。そして余裕がある週末は、一緒に youtube の動画を観たり、ボードゲームをしたりし

ています。そんな子供たちの笑顔が 1 週間の元気を与えてくれています。子育ては、親から子に

与えるもの。というイメージが大きいのですが、同じくらい子ども達から、与えてもらっているの

だなぁと感じます。 

 

ひとりの時間も、子ども達との時間も、どちらも私にとって“たいせつな時間”。それらがあるか

ら毎日頑張ろうと思えるような気がします。そして、そんなささやかな時間が、きっと将来は大切

な宝物になると思っています。みなさんも、どうかご自分を大切になさってくださいね。 

「kotona」では毎日頑張るみなさんを応援しています。いつでもいらしてくださいね。 

今日もお付き合いくださりありがとうございます♪ 



    

「あたらしいスタート」       NO 1２歩  1０月２９日 

 

こんにちは。子ども家庭支援員の高島です♪ 

秋はどこへ。と感じるくらい、毎日寒くなりましたね。 

さて、このたび「広報なかのと 11 月号」に、子育て支援室の特集を載せていただきました。 

みなさんのおうちにも届きましたでしょうか？ 

令和 3 年 2 月、中能登町役場行政サービス庁舎開庁とともに子育て支援室をオープンし、子育て

を頑張っているみなさんと一緒に子供たちの成長を見守ることができたらと毎日歩んできました。

そして、多くの方に出会い、支えられてきました。 

子育て支援室をはじめ、相談窓口「kotona」もまだまだ成長の途中です。 

子育て支援室の「あたらしいスタート」 

みなさんと一緒に、これからも歩んでいけたら嬉しいです。 

 

広報には、子育て支援室の紹介をはじめ、事業や相談窓口などが紹介されています。 

ぜひ、保存してご活用くださいね(^^) 

 

「kotona」では毎日頑張るみなさんを応援しています。いつでもいらしてくださいね。 

今日もお付き合いくださりありがとうございます♪ 



   「リフレーミング」          NO 1３歩  11 月 17 日 

 

 こんにちは。子ども家庭支援員の高島です♪ 

秋も深まり、寒さが増してきましたね。我が家ではお鍋が夕食に登場することが多くなりまし

た。温かいものを食べると心も体も温かくなりますよね。 

 

この時期、年末が近づくにつれ、気持ちも慌ただしくなってきます。忙しくて心に余裕がなくな

ると、ついネガティブになってしまうことがあります。 

「リフレーミング」という言葉を聞いたことはありますか？ 

自分に起こる出来事をプラスに考えたり、見方を変えたりすることだそうです。 

たとえば、何かに失敗した時、その出来事をポジティブに受け止め、次に活かそうと思うことが

できたら悪い出来事ではなくなる。ということなのかなと思います。 

幼いころから、母に「よかったさがしをしようね。」と言われたのを思い出します。 

「どんな出来事にも意味があるから、たとえつらい出来事でも、自分にとってよかったな。と思

えることがあるはず。それを見つけられたらいいね。」そんな風に言われました。 

それ以来、「よかったさがし」を心がけるようになりました。勿論、それさえ難しいこともあり

ますが、ポジティブに捉えることで見え方が変わり、心が軽くなることを実感してきました。 

「×」だって、見方や角度を少し変えれば「＋」になりますよね(^^) 

 

リフレーミングの魔法にかかると「飽きっぽいは、興味が広い」「頑固は、意志が強い」「しつ

こいは、粘り強い」「気が弱いは、慎重」「空気が読めないは、動じない」などなど、考え方ひ

とつで素敵に変身できそうです♪ 

ありのままを尊重し、プラスの声かけをしてあげることで、自分を好きになり、日々の生活や、

自分自身を支えてくれる力になると思うのです。 

親子で自然にできるようになったら素敵ですね♪ 

「kotona」では毎日頑張るみなさんを応援しています。 

いつでもいらしてくださいね。今日もお付き合いくださりありがとうございます♪ 

 

 

 



   「がんばった道のり。」        NO 1４歩  １２月７日 

  

 こんにちは。子ども家庭支援員の高島です♪ 

12月に入り、いちだんと寒くなりましたね。行事などで忙しくなる年末、体調管理をしながら

一カ月を過ごしたいですね⛄ 

 

小学校で勤務していた頃、失敗を恐れて取り組めないお子さんや、思う結果が得られず落ち込ん

でしまうお子さんをみてきました。そんな時は見守りながら、心の中で「だいじょうぶだよ。」 

そう伝えます。子ども達は、初めての経験を積み重ね、心が育つのだと思います。 

 

頑張っているからこそ１等賞を目指します。でも順位だけが全てではないことを伝えたいです。

マラソン大会で最下位だった子は、誰よりも長い時間を走ったのですよね。 

「ずっと見てたよ。がんばったね。」そう伝えると、ニコッと笑ってくれた顔が忘れられませ

ん。みんなみんな頑張ったのですね。 

結果よりも大切なことは、頑張ってきた思いや道のり。 

出来るようになるまでの苦しい過程も、喜んでもらい、ほめてもらえることで報われ、子どもた

ちが「間違えたってだいじょうぶ。また挑戦しよう。」そう思えたら素敵ですよね♪ 

そんな時間が将来、宝物になると信じています。 

子どもは可能性に溢れています。私たち大人は、子どもの可能性を信じ、子どもの力や挑戦する

姿を応援していきたいですね。 

 

「kotona」では毎日頑張るみなさんを応援しています。 

いつでもいらしてくださいね。今日もお付き合いくださりありがとうございます♪ 

 

 

 



 「今年も 1年ありがとうございました。」  NO 1５歩 １２月２８日 

  

 こんにちは。子ども家庭支援員の高島です♪ 

2021年も残りわずかになりましたね。 

今年は、みなさんとの出会いに感謝の気持ちでいっぱいです。 

本当にありがとうございました🍀 

今年は「kotona」が開設され、私自身の心の中で「挑戦」という言葉を温めてきました。 

2年目である来年は「笑顔」「深呼吸」「１歩ずつ」でゆっくりと、みなさんと一緒に歩んでい

きたいと思っています。 

年の瀬は何かと慌ただしいと思いますが、体調管理に気を付けて穏やな年末年始をお過ごしくだ

さいね。 

「kotona」では毎日頑張るみなさんを応援しています。 

新年は 1月 4日からお待ちしています。今日もお付き合いくださりありがとうございます♪ 

 

 

 

 



 「今年もよろしくお願いします。」      NO 1６歩  １月４日 

  

 こんにちは。子ども家庭支援員の高島です♪ 新しい 1年が始まりましたね。 

今年も子育て支援室「kotona」をどうぞよろしくお願いします。 

 

コロナ禍になってから、考えさせられることが多くなりました。 

「いつもの あたりまえのこと」がどんなに幸せなことなのだろうと。 

あたりまえの毎日なんて実はひとつもなく、もしかしたら奇跡なのかもしれないと感じることも

あります。そう思うと、毎日が愛おしく感じられます。 

「今日という日の“うれしい”」をみつけ、ささやかに積み重ねていけば、きっと明日も笑顔で

過ごせると信じています。 

みなさんの 1年が、今日という日が、「幸せ」でありますように。 

 

「kotona」では毎日頑張るみなさんを応援しています。 

いつでもいらしてくださいね。今日もお付き合いくださりありがとうございます♪ 

 

 

 



 「あたたかい場所。」           NO 1７歩  １月２１日 

  

 こんにちは。子ども家庭支援員の高島です♪  

1月に入ってから、寒い日が続いていますね。雪かきをする横で「自分も」と、小さなスコップ

で手伝ってくれる息子の姿をみて微笑ましくなりました。 

 

幼いころ、お友達と遊んだ夕暮れの帰りみち、灯りのついた家をみつけると温かい気持ちになっ

たのを覚えています。子どもたちにとって、おうちは「あたたかい場所」なんですね。 

母になった今は、自分が灯りをつけて、家族の帰りを待つ立場になりました。 

おうちは、身体を休めてくれる場所ですが、それ以外にも、自分が困った時にはいつでも守って

くれる場所、ここに戻れば安心で安全だと思える場所でありたいと思っています。 

子どもにとっての“心の安全基地”は、おうちで待つ私たち親なのかもしれませんね。 

「kotona」もそんな場所でありたいです。何か相談したい時、困った時はもちろんですが、何も

ない時も気軽に立ち寄れる場所。お子さんやおうちの方の笑顔があふれる場所でありたいと願っ

ています。 

「kotona」では毎日頑張るみなさんを応援しています。 

いつでもいらしてくださいね。今日もお付き合いくださりありがとうございます♪ 

 

 

 



 「節分と立春。」               NO 1８歩  ２月８日 

  

 こんにちは。子ども家庭支援員の高島です♪  

寒い日が続いていますが、暦の上では「立春」を迎え、春の訪れを感じます。 

立春の前日は「節分」。節分の日といえば、豆まきと恵方巻ですね。 

我が家も毎年恒例となっています。 

中学生の息子に、節分の思い出を聞いたところ、家族での豆まきではなく・・・ 

保育園での豆まきの鬼さんが怖くて泣いていた。とのことでした(^-^; 

子どもが幼いころは、親もお面をつけて、はりきって鬼役をしていましたが、思春期にもなる

と、鬼は普段のお母さんだと、冷静に豆を食べていました。。。 

 

季節ごとに行事やイベントがありますが、季節のイベントを家族で過ごす。 

これは毎年、当たり前のように繰り返していけるものだと思ってしまいがちですが、子どもの 

成長とともに家族の形は年々変わっていく。そう思うと、一年一年、行事を大切に過ごしたいな

と思います。今だからふれあいの時間が持てる。今だから楽しめる。 

貴重な親子の時間をどうか大切にしてくださいね。 

そんな、 ささやかな時間が、私たちの心を支えてくれるような気がします。 

 

新型コロナウイルスの感染が広がっています。どうか、体調にはくれぐれも気を付けてお過ごし

くださいね。こんな時だからこそ、マスクの下は笑顔で過ごせたらと思っています。 

「kotona」では毎日頑張るみなさんを応援しています。 

いつでもいらしてくださいね。今日もお付き合いくださりありがとうございます♪ 

 

 

 



 「それぞれのタイミング。」         NO 1９歩  ２月 24 日 

  

 こんにちは。子ども家庭支援員の高島です♪  

寒い日が続きますね⛄コロナ禍で外出を控える今、みなさんいかがお過ごしでしょうか。 

おうちにいたらいたで、何かとすることがあって忙しいですよね。 

そんな時も、子どもたちからは「みて～」「ちょっときて！」がひっきりなし。 

家事がはかどらないので、うんうんと聞きながら適当に返事をすることがあります。 

でも・・・後で反省するのです。目を見て返事をしたら良かったな。家事は後からでもできるの

に。子どもは今見てほしい、聞いて欲しかったのに、その気持ちをちゃんと受け止めることがで

きなかった自分を責めることもあります。 

反対に、自分に余裕がある時は、「ねえねえ、一緒に遊ぼうか！」と誘うも、あまり乗り気でな

い子どもがいます。。。 

子どもが親を求める時は、きっとその時、その瞬間に伝えたいことがあるはず。 

それが何より一番大切な“タイミング”なのではないかと思うのです。 

最近は、子どもたちからの呼びかけがあった時は、「はぁ～い！」や「なぁ～に？」と返事の仕

方を工夫しています。明るく返事をすることで自分へのスイッチを入れています(^-^; 

そして、手を止めて子どもの目を見て話します。長くなることもありますが、「がまんがまん」

は簡単に伝わってしまうので、じっくり子どもに向き合うようにしています。 

子どもが話しかけてくれる今を大切に、子どものタイミングを大切にしていこうと思うのです。

それは、幼くても、思春期でも同じなのかな。と感じています🍀 

 

新型コロナウイルスの感染が広がっています。どうか、体調にはくれぐれも気を付けてお過ごし

くださいね。こんな時だからこそ、マスクの下は笑顔で過ごせたらと思っています。 

「kotona」では毎日頑張るみなさんを応援しています。 

いつでもいらしてくださいね。今日もお付き合いくださりありがとうございます♪ 

 

 

 



 「バトン。」               NO ２０歩  ３月２５日 

  

 こんにちは。子ども家庭支援員の高島です♪  

少しずつ暖かい日が増えましたね。春がすぐそこまで来ているのを感じます🍀 

3 月は卒業式シーズン。卒園・卒業というと、なんだかお別れのイメージがありますが、同時に

出会い、出発が春の訪れとともにやってきます。この切り替わりの時期、期待で胸を膨らませる

お子さんや、不安でいっぱいのお子さんもいるかと思います。 

我が子は不安になるタイプだったのですが、頑張れ！の声かけは、きっと辛いだろうなと思いま

した。子どもが嬉しい時には一緒に喜び、辛そうな時は、心は寄り添いながら“いつもどおり”

を心がけました。特別ではない日常をささやかに幸せに過ごして欲しい思いです。 

 

昨年 4 月から色々なことがありましたね。あたりまえの毎日がどんなに幸せか、そして、家族が

元気でいることの大切さを改めて感じました。 

kotona だよりを始めてから、読んでくださるみなさんとは「子育て」という、同じフィールド

を走る同志のように感じています。 

困難に出会った時“Best ベスト”ではないかもしれないけど、悩みながらも“Better ベター”

を選んでこられた自分達に誇りを持って“今日から明日へ”“3 月から 4 月へ”バトンをつない

でいきたいです。 

そして、子どもたちへ伝えたい大切な想いも“親から子へ”バトンをつないでいきたいですね。 

 

今年度は、20 歩目の kotona だよりになります。いつも読んで下さりありがとうございます。 

4 月からも、子育て支援室「kotona」をどうぞよろしくお願いします🍀 

新型コロナウイルスの感染が広がっています。どうか、体調にはくれぐれも気を付けてお過ごし

くださいね。こんな時だからこそ、マスクの下は笑顔で過ごせたらと思っています。 

「kotona」では毎日頑張るみなさんを応援しています。 

いつでもいらしてくださいね。今日もお付き合いくださりありがとうございます♪ 

 

 

 


