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～ 宮城県仙南地区「まみーぱいぱい」の活動から考える、
「女性を支援するということ」 ～
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みなさま、こんにちは。 一般社団法人ジェスペールです。
1 月と 2 月の関東地方の雪に関する顛末を見ていると、天気予
報や事前の備えの難しさを感じますね。
大雪の中成人式を迎えた新成人のご家族ご親戚の方もいらっ
しゃっるでしょうか。
今月の「被災地から」は、宮城県仙南地区の「母乳育児相談室
まみーぱいぱい」から、妊産婦の支援にとどまらず、女性の一
生をサポートする助産師さんの生の声をお届します。
被災地での「これから」と「今」
、そして「未来」
。どうぞ最後
まで、ご覧ください。

◆ 支援実績（2013/1/31 現在）
＜支援母子数＞
1 月：356 組【計 3,001 組】
…インフルエンザのために、お休みする母子が
多かったようです。
＜活動場所＞
岩手（大船渡・陸前高田・釜石・大槌・遠野）
宮城（石巻、気仙沼、亘理、名取）
福島（いわき、相馬）
＜活動内容＞
育児相談会／茶話会／ベビーマッサージ／ベビー体操/
ママのリフレッシュ体操／親子ビクス／仮設巡回訪問

このメールは、(社)ジェスペールの活動に応援・ご寄付をい
ただいている皆さまにお送りしております。
過去のメールマガジンはこちらをご覧ください
http://tohokumama.org/kosodate-letter.html

◆住友生命「第 6 回未来を強くする子育てプロジェクト」未来賞受賞

http:/www.sumitomolife.co.jp/about/csr/community/mirai_child/

私たち一般社団法人ジェスペールは、このたび住友生命が主催する「未来を
強くする子育てプロジェクト」の未来賞を受賞いたしました。
このプロジェクトの趣旨は 「子育て支援活動の表彰」
「女性研究者への支援」
の 2 つの公募事業を柱として、すこやかな子育てと夢のある未来づくりを応
援するものです。
1 つ目の柱である「子育て支援活動の表彰」は、各地域においてよりよい子
育て環境づくりに取り組む個人や団体の皆様の活動を募集し、特徴的な子育
て支援活動を紹介することで、広く社会全体への普及に貢献したいというも
のです。
2 月 4 日に表彰式がホテルニューオータニで行われ、日本各地から受賞者が集いました。受賞は未来大賞が 2 団体、未来賞が
10 団体でした。
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ジェスペールの活動《助産師のネットワークを通じて、被災地のお母さんと赤ちゃんをサポートする活動》が評価されました。
この表彰を励みにして、2013 年も更に被災された妊産婦さんの支援や子育て支援を継続して行っていきたいと思います。
私たちの活動は、多くの方々のご支援のもと継続することができています。
改めて寄付をしてくださった個人や団体の方々、また応援してくださっている皆様、助成金をくださっている企業の方々に心
より御礼申し上げます。

◆ 被災地から ～「母乳育児相談室 まみーぱいぱい」宮城県仙南地区
http://tohokumama.org/mamypaipai/

宮城県南部の山元町と亘理町で助産師サロンを開催している「母乳育児相談
室 まみーぱいぱい」。地元に密着した活動を続けてきた岩佐あけみさんが、
震災後もベビーマッサージや育児相談を通してお母さんたちを支えていま
す。
そして、岩佐さんの力を必要としているのはお母さんたちだけではありませ
ん。
女性の体の専門家である助産師は、思春期から更年期、老年期まで、女性の
一生を通じて地域の人たちを支えていける存在なのです。
地域に根差す助産師が増え、産前産後にとどまらない活躍の場が増えていく
こと――。岩佐さんは地方での新たな方向性を示してくれています。

◇◆津波に襲われ、人口が６割以下に減った町
宮城県の一番南側に位置する山元町。私は 2004 年から、この地域唯一の開業助産師として、地域のママや赤ちゃんの子育て
を支援し、見守ってきました。
それまでの 14 年間は勤務助産師として病院で働いていましたが、もともと地域での仕事に興味があったので、保健指導や母
乳ケアを中心に開業しました。
新生児訪問や、町の子育て支援などを手伝ううちに、0 歳の赤ちゃんの扱い方や接し方が分からず悩んでいる母親たちが多い
ことに気づきました。
だれに聞いても「慣れてくるから」と言われるだけだというのです。
そこで、べビーマッサージをしながら育児の話をできる助産師サロンをはじめました。次第に「なんでも相談できる」「安心
して楽しめる」と口コミで評判が広がり、多方面から依頼されるようになっていきました。
山元町はもともと高齢者が多く、1 年間に 90 人生まれ、200 人亡くなると言われたほどです。イチゴやリンゴ農家が多く、
会社や工場がほとんどありません。
高校がないため、中学卒業後は電車で高校に通うことになります。アパートもないので、結婚してこの町に住み続けたいと思
ったら、親と同居するか、隣町のアパートに住むかしかないのです。
その町が、震災で津波に襲われました。
6000 世帯のうち 2500 世帯が被害を受けたのです。
私の家も、海岸から 800 メートルしか離れていませんでした。最初は近所の人と「津波たってここまで来ないよ。大丈夫だ
よ」なんて話をしていましたが、家の前を車で避難していく人を見て東側を見ると、国有林の松林の上に津波が見えたのです。
びっくりして、近くの車に飛び乗って逃げました。
途中で夫が「犬を放してくる」と言って車を止めたのですが、後ろの方で瓦礫が混ざった黒い水が線路をひっくり返したのを
見て、慌てて逃げました。
家は全壊。半年間は立ち入り禁止となりました。町の決定で住めない地区となったため、いまだに瓦礫の山が残っています。
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1 万 7000 人だった人口は、震災後に約 1 万人に減りました。
住む場所がなくなったため、若い家族はほかの町へ出て行きました。電車も通らなくなり、私を含め高校生を持つ家族も移り
住むしかなかったのです。
◇◆小さなことでも、誰かに聞きたい
事務所として使っていた自宅が使えなくなったため、最初はどうしたものかと悩みました。しかし自分のできることを少しず
つやっていこうと思い、新生児を訪問したり、助産師サロンを続けることにしました。
サロンは、震災前よりも場所を増やしました。津波の被害にあったママたちが家に引きこもってなかなか出て来なかったから
です。積極的に声をかけました。
今は月に 4～6 回、公民館などの和室や育児支援室などのホールを使って開いていて、平均 10 組の親子が参加してくれてい
ます。
震災直後のママたちは、地震の時の恐怖感、原発への不安、津波で亡くなった知り合いのことなど、すべてにおいて気持ちが
不安定だったと思います。
今は時が経ち、時間が解決してくれた部分が多いと感じています。
最近聞かれる悩みや不安は、放射能の影響など環境のことや、育児に関する一般的な不安が多くなっています。
あまり寝てくれない、おっぱいやミルクが足りない、泣いてばかりいる、言われた通りにやってもできない――。
本当にさ細なことでも、ママたちは心配で誰かに聞きたいのです。
今のママたちは分からないことはインターネットで調べたり、相談窓口に相談したり、自分の母親に聞いたりできます。しか
し、それでも分からないことがたくさんあるのです。
助産師サロンでは、はじめに皆さんと一緒にマッサージをしていきます。
一度、始めてすぐに赤ちゃんがぐずり出したことがありました。ママがあやしても、おっぱいをあげても、一生懸命なだめて
も、一向にぐずりが収まりません。そのまま、マッサージの時間が終わってしまったことがありました。
その後声をかけると、ママは泣いてしまいました。生後 3 カ月の赤ちゃんは、泣き始めるといつも、あやしても何をしても
泣き止まないとのこと。
ママはイライラもするし、育児をする自信もなくしていたのでした。
私は「赤ちゃんはママの気持ちや気分をよく感じるので、ママが不安だと赤ちゃんも不安で泣きやまないんだよ」ということ
を話しました。そしてママの不安に耳を傾けていると、ママに笑顔が出てきました。次に来た時はみんなと一緒にマッサージ
ができ、同じ悩みを持つ友達もでき、育児に自信がもてるようになっていました。そんなママが、毎回 1 組はいます。

◇◆助産師は女性の一生を支援する専門家
育児というのはママ自身のやり方でいいのです。しかし今のママたちは身
近な人が子育てしている姿を見ないまま母親になっているため、細かいと
ころで悩んでしまいます。そんなときに行政などに相談しても、発育や発
達の確認だけで終わり、不安が取り除けないのです。
また保育士さんも、生後 6 カ月からの子育てはわかりますが、生まれてす
ぐの赤ちゃんのことはまったくわかりません。逆に保育士さんから質問さ
れることが多いのです。
助産師は女性の一生を専門家として支援していきます。体のこと、性のこ
と、DV のこと、妊娠のこと、出産のこと、更年期のこと、老年期のこと―
―。
女性にはその時々でいろいろと悩みがあるものです。
「岩佐さんに聞けばわかるよ、と教えてもらった」という人から、
「娘が（嫁が）妊娠中で」
「更年期でこんな症状があるのだ
けど」などといった個人的な相談も受けることがあります。更年期は精神疾患も出てくる人がいるので、必要だと判断した時
は、町の精神保健相談につなげる時もあります。
仙台の助産師仲間と一緒に、尿漏体操のイベントをやったりもしています。
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性に関しては、小学校と中学校の性教育をしています。仙台の助産師仲間と「うぶごえ座」として小学校など回り、命の大切
さを伝えているのです。
授業を受けた小学校 4 年生の子どもたちからは、「元気に生まれてきたことをお母さんと助産師さんに感謝します」「一人ひ
とりの命がとても大切なものだと分かりました」などといった感想が寄せられています。
もっともっと地域で活躍する助産師が増えればと思います。
そして、もっともっと助産師を社会で必要としてもらえればいいと思います。

◆ コラム【こそだて玉手箱】

第 4 回：
「子どものおやつ」（ジェスペール代表・宗祥子）

子どもにおやつをあげる時、おやつは甘いもの、と考えているお母さんがたくさんいらっしゃる
ように思います。
子どものおやつは食事の一部です。小さいお子さんは胃袋が小さいので、離乳が終わった 1 歳半
から 1 歳後半ごろは 1 日 3 回の食事では足りません。
小さいお子さんにとって離乳が終わってから小学校に上がるまでぐらいの間までは、おやつはあ
くまで食事の一環です。
どんなものが良いかというと、食事の一環として考えれば良いのでそんなに難しくはありませ
ん。
まず、お結び。子どもはお母さんが握ってくれたお結びが大好きです。
おうどんや、家で作るお好み焼きなども大好きです。
また自然の甘みのものも良いでしょう。サツマイモや季節によってはトウモロコシや枝豆なども大好きです。季節の果物も良
いでしょう。
この時に注意したいのは、できれば国産のものが望ましいということです。輸入された果物は、国産のものに比べると比較に
ならないほど農薬がかかっているからです。
できるだけ添加物が入っていない自然の素材のものを選んであげてください。
時にはお母さんが作ってくれるホットケーキやマフィンなども良いでしょうが、甘さはできるだけ控えたほうが良いでしょ
う。
また飲み物は水やお茶にしてください。甘いジュースは禁物です。
小さいお子さんに夕食後、ジュースや甘いお菓子をあげると夜興奮し、次にぐずります。赤ちゃんの場合は泣き続けます。
なぜならば糖分が体内に入ると、急激に血糖値が上がります。血液中の糖分が急上昇します。血液中の糖分が上がるととても
興奮します。
そしてその後、体の中では一定の血糖値に保とうという働きが出ますから急激に血糖値が下がるのです。
そのために子どもは興奮した後ひどくぐずります。子どもの夜泣きが激しいときに是非一日の食べたものを振り返ってみてく
ださい。
またこの状態は授乳中にも起こります。お母さんが授乳中甘いものを、特に夕方から夜にかけて食べると、母乳を飲んでいる
赤ちゃんは夜泣きします。
子育て中にこういったメカニズムを知っていると、誕生日やクリスマスなどの特別な日に、ケーキを食べる時間をできるだけ
早くしたり、また子どもが興奮しても仕方ないと思えますから、子育てに余裕が出ます。

甘いお菓子をたくさん与えておいて子どもがぐずったときにしかるのは大きな間違い
です。
この体の変化は大人でも同様です、血糖値を一定に保てると気分が一定しますので落
ち着いて子育てができます。
お子さんにあげるおやつや食事に気を付けて、健康で楽しい子育てができるといいで
すね。
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◆ ジェスペールの活動がテレビで放映されました！
2012 年 10 月 5 日（金）テレビ東京「NEWS アンサー」で「ママ＆ベ
ビーサロン大船渡・陸前高田 こそだてシップ」の活動の様子、ジェス
ペール代表・宗祥子のインタビューなどが放映されました。
「命を見つめる、暮らしを変える」をテーマとする、重点報道ＬＩＶＥ
Ｓにて、3 日連続企画”子育てを支える”特集の中の一つとしてご紹介い
ただいたものです。
下記サイトでご覧いただけます。
http://www.tv-tokyo.co.jp/mv/newsanswer/lives/post_28157/
現地での活動の様子を映像で見ることができます。ぜひご覧ください！

◆ プロジェクト応援のお願い
ジェスペールの「東北こそだてプロジェクト」は、被災地の母子を支援する助産師の
活動を支援しています。
皆様からいただいた温かいご支援は活動の原動力となっています。
被災地の母子を今後も継続してサポートしていくため、妊産婦支援に関するお志を同
じくするお知り合いの方がいらっしゃいましたら、ぜひ下記サイトをご紹介ください。
http://tohokumama.org/donation.html
また、皆様からの励ましのお声も、現地の助産師や被災地で子育て中のお母さん、ジェスペールメンバーの力になります。
ご寄付いただく際に励ましのお言葉を添えていただいたり、当メールマガジンへのご感想などをお寄せください。

◆ 編集後記
皆さま、年末年始はゆっくりお過ごしになれましたでしょうか。
私は年末、代表の宗の助産院で女性の体に良い食事作りを習ってきました。正直申しまして料理が苦手なのですが、助産院の
食事は野菜中心でとてもおいしく、また丁寧に教えていただいたので楽しく作れました。
学んだ食事が女性の体を整え、出産時のコンディションや母乳に大きく影響すると伺い、食の重要性を実感するとともに、食
事にも心を配る助産師さんは女性の人生全般を左右する偉大な職業なんだなあと再確認しました。
今回教えていただいた食事作りを習慣として身につけるため、まずは道具を購入します！
皆さま、また来月までどうぞお元気でお過ごしください。（事務局：稲葉）

◆ 「東北こそだてプロジェクト」メールレター
◆本メールレターの著作権は発行者・執筆者に帰属しておりますが、情報を広めるために、とご判断いただいた場合は、出典
先を明らかにした上で許可なくご自由に転送、転載、回覧していただいて構いません。

発行者： 一般社団法人ジェスペール
公式ホームページ：http://tohokumama.org/
Twitter: https://twitter.com/tohokumama
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お問い合わせ先：info@tohokumama.org
Facebook: http://www.facebook.com/tohokumama

