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被災地の妊産婦さんとみなさんをつなぐ 被災地の妊産婦さんとみなさんをつなぐ 

みなさま、こんにちは。（社）ジェスペー
ルです。 
3.11 の震災直後から立ち上がった母子
支援。  
東京里帰りプロジェクトから東北こそだ
てプロジェクトに引き継がれ、この 2 年
の間、多くの母子を支えてきました。 
 
そのジェスペールは、メールマガジンを
ご覧の皆様に支えられ、今日この日を迎
えています。 
今回は支えてくださっている皆様に、特
別版のメールマガジンをお届けします。 
 
今月の「被災地から」は、岩手県大船渡
市・陸前高田市の「ママ＆ベビーサロン
大船渡・陸前高田 こそだてシップ」代
表の伊藤助産師の生の声をお届します。
妊産婦さんたちの子育てを支えたい一心
で震災直後から活動を始め、拠点場所の
みならず遠方まで足を延ばして妊産婦さ
んたちを支え続け、ついには行政まで動
かした「こそだてシップ」。 
その震災直後から現在に至るまでの活動
の流れと、東京里帰りプロジェクト及び
ジェスペールとの連携の様子をどうぞご
覧ください。 
 
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。 

├ 被災地から（岩手県大船渡市・陸前高田市 ママ＆ベビーサロン大船渡・ 
  陸前高田 こそだてシップ） 

http://kosodateship.org/ 
├ 支援実績（岩手・宮城・福島） 
├ 「3年目の子育て」を支えるもの（ジェスペール理事・丑田香澄） 
├ 東日本大震災 3年目を迎えて－これまでのご支援のお礼と今後のご支援の 
 お願い－（ジェスペール代表・宗祥子） 
├“こまむ・どぉる”販売のお知らせと購入のお願い 
  http://tohokumama.org/ 

  

◆ 目次  

＜支援母子数＞ 
平成 23年 3月～24年 6月 
「東京里帰りプロジェクト」 
東京都助産師会主催  日本財団助成 
東京に避難し出産・支援した妊産婦  79人 
被災三県及び避難先で支援した妊婦・母子  5,670組 
 
平成 24年 7月～25年 2月（継続中） 
「東北こそだてプロジェクト」 
ジェスペール主催  西友助成    
被災三県沿岸地域で支援した妊婦・母子  3,415組 
 
＜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 

◆ 支援実績（2013/2/28現在）  

      
震災から 3年目をむかえて【特別号】～”東京里帰りプロジェクト”から”東北こそだてプロジェクト”へ～ 

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 
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震災前は子育て支援が手薄だった岩手県大船渡市、陸前高田市でいま、 
「ママ＆ベビーサロン大船渡・陸前高田 こそだてシップ」 
という名の“木”が、大きく育っています。 
 
地域にしっかりと根を張り、太い幹からはぐんぐんと枝が伸びています。 
その姿は子育て支援の新たなシンボル的存在ともなり、 
地域や行政の子育て支援にも影響を与え始めているのです。 
 
震災後、何もなかった土地にこの木の“苗”を植えたのは、地元の有志助産師 
でした。そして、その小さくてか細かった苗をここまで大きく育てたのは、 
東京都助産師会の「東京里帰りプロジェクト」と、 
それを引き継いだ「一般社団法人 ジェスペール」による後方支援でした。 

苗が枯れないように“水”（活動資金）を集め、“水”をやり、苗が倒れないように“添え木”（東京都助産師会の助産師を派遣）をし、
継続的に“肥料”（運営のノウハウ、アドバイス）をまいてきたのです。 
 
その結果、“根”（組織の基盤）は広くはりめぐらされて安定し、“幹”（地元のスタッフ）も徐々にたくましくなり、新たな“枝”（サ
ロン活動、巡回訪問などの活動）も順調に増えてきました。 
 
木は地域の中で大きな存在となり、この木陰で安心して子育てができるようになったお母さんたちの声が、自治体に届き始め
ました。 
行政もこの木に目をとめるようになり、行政ははいま、子育て支援の拡充や拠点整備に向けて動き出しています。 
 
後方支援がなければどこまで成長できたか分からない苗が、支援を受けながら実績を積み重ねることで少しずつ自立に近づ
き、さらに行政へ影響を与えるまでに成長していく――。 
 
「こそだてシップ」の成長の過程は、地元の活動が後方支援を受けながら育っていくうえでの理想的な形と言えるのではない
でしょうか。 
 
震災から 3年目を迎えるにあたり、代表の伊藤怜子さんにこれまでの歩みを振り返っていただきました。 

◆ 被災地から ～「ママ＆ベビーサロン大船渡・陸前高田 こそだてシップ」 岩手県大船渡市・陸前高田市 
 http://kosodateship.org/  

 

 
◇◆「東京里帰りプロジェクト」との出会いとサロン活動 
 
その活動の最中に、東京都助産師会「東京里帰りプロジェクト」の訪問を受け、現在の「ママ＆ベビーサロン大船渡・陸前高
田 こそだてシップ」が誕生しました。 
 
当時の私たちは相談室だけで精一杯。それでも、駆けつけた都助産師会のみなさまの熱い助産師魂が心に響き、支えられなが
ら、10月にはママサロンの開設までこぎつけました。 
 
震災後「赤ちゃんは一体どこに行ったのだろう」と不思議に思っていましたが、サロン開催当日には、大船渡市内だけで 34
組も集まりました。 
その時の様子は、今でも忘れられません。 

◇◆「こそだてシップ」の誕生 
 
大震災から丸 2年。 
今年は厳しい寒さが続き、震災直後のみぞれまじりの日々が思い出されま
す。 
陸前高田市では、市役所も保健所も流され、多くの保健師や助産師も命を落
としました。大船渡市でも、広い範囲が津波に流され、何もかもがなくなっ
てしまいました。 
 
そんな震災直後の 5月、地元助産師有志で｢母子相談室｣を立ち上げました。 
交通も遮断され、情報も伝わらない。どこに母子がいるのかもわからない中、
それでもお母さんと赤ちゃんのために、相談室を続けました。 
そして、1日平均 8組の母子が来室するようになりました。 
 

http://kosodateship.org/


Copyright (c) 2012-2013 Jespere, All rights reserved 
 

   

口コミで活動が少しづつ広がって新聞にも掲載されるようになり、12 月には 60 組もの母子が参加するほど大きな活動にな
りました。 
 
当時、陸前高田市では、保健師が不足し成人健診にかかりきりであったため、新生児訪問が行われていませんでした。ところ
が、津波の記憶の残るママたちには、うつ症状も出始めていたのです。 
しかし、行政が目を向けるのは、病人や老人だけ。妊婦や乳幼児を抱えた母子は社会的弱者として扱われず、何の手も差し伸
べられませんでした。 
 
取り残された母子は、助産師の自分達が救うしかない――。 
 
ママサロンでは、ママたちがゆっくりと時間を過ごし、心を落ち着けることができるリラックススペースになるように心がけ
ました。予約制にもせず、出入りも自由。心配ごとはに助産師が相談にのります。 
ハンドマッサージをしながらママたちの話に耳を傾けるうちに、気持ちが軽くなって帰られる方も増えてきました。 
 
サロンを始めた当初は、静かに座っているだけだったママも、年が明けて震災から 1 年もたつ頃には、ママ同士で交流でき
るように変わっていきました。 
サロンでは赤ちゃんの体重測定、離乳食など育児相談も行ってきましたが、ママたちの精神面を支えることが、何より大切な
ことでした。 
母親が心身ともに健全な状態で育児に向き合うことが、赤ちゃんの成長にとても大切なことなのです。 

◇◆「東北こそだてプロジェクト」の継続支援と巡回訪問 
 
そんな中、2012年6月に｢東京里帰りプロジェクト｣が終了してしまいます。 
被災地は、まだ震災後から何も変わっておらず、行政の手の届かない母子
支援は続けなければなりません。「こそだてシップ」だけでなく、ほかの被
災地の支援グループからも支援継続の声があがりました。 
 
それを受けて「東京里帰りプロジェクト」の一部メンバーが、｢一般社団法
人ジェスペール｣を設立。さらに母子支援を継続させるため、大手スーパー 
「西友」の助成金による｢東北こそだてプロジェクト｣を立ち上げ、活動が
継続できることになりました。 

そのころ、仮設住居で暮らすある母子から「サロンに行けないので訪問してほしい」と連絡がありました。 
 
岩手は山道も多く、家々は奥深い地域に点在しています。車で移動するしかないのですが、1台しかない車はパパが仕事で使
っていて動けない人がいます。 
介護など家庭の事情で自由に動けないママもいます。 
 
また、民家のない地域では、パパのいない昼間は赤ちゃんと二人きり、というママもめずらしくありません。家をなくし仮設
住宅に住むママも、赤ちゃんの泣き声が近所迷惑にならないよう気をつかいながら生活しています。 
 
情報が入らないため、「こそだてシップ」で育児相談やママ自身の相談ができることも、サロンで交流がはかれることも、何
も知らないまま、孤独に育児をするママたちもたくさんいるはずでした。 
でも行政は、個人情報保護を理由に母子の所在を教えてくれませんでした。 
 
私たちが足を運んで母子を捜すしかない。 

ママたちは会場に入ったとたん、あちこちでお互いの無事を喜び合い、涙し
合いました。｢無事でよかった……｣ 
みな、津波の後は散り散りばらばらになり、生きているのか、どこにいるの
かもわからずにいたのです。 
 
開会のあいさつどころではありませんでした。スタッフももらい泣きしまし
た。 
「やってよかった！」と疲れも吹っ飛んだうれしい 1日でした。 
 
その後｢東京里帰りプロジェクト｣からの資金支援を受けながら、それぞれの
市で月 1回、定期的にサロンを開催しました。 
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2012年 7月からは、助産師が個別訪問する｢巡回訪問｣を、定期的な活動とし
て開始しました。1日に 100ｋｍ以上走行し、大船渡・陸前高田両市の全部の
仮設住宅を廻りました。現在までに面会できた母子は、86組にもなります。 
 
この訪問では、いろいろなケースに遭遇しました。 
病気の赤ちゃんが見つかり、東京の助産師と連携して東京の病院で手術をし
たケース。精神的な支えを必要とした妊婦さんに出会い、出産まで継続的に
訪問を続け、産後は現地の保健師とも連携して見守りを続けているケース。 
 
これらの実績は、最も支援を必要としている母子を発掘し、継続的に支援を
していくためには、巡回訪問がきわめて有効な対策であることを証明してい
ます。 
 
このように広範囲を集中的に訪問し、かつ専門的に対応することを可能にし
たのは、県内及び県外からの助産師の精力的な活動でした。 
地元ではフリーの助産師は少なく、その彼女たちも被災者です。現地助産師
の数が限られる中、県外助産師の応援が大きな力となりました。この県外助
産師は、ジェスペールから派遣されています。 
 

こそだてシップ 

 
◆◇行政へ働きかけ、震災前にはなかった子育て環境を整える 
 
｢こそだてシップ」の活動と実績は、今、当地の行政をも動かしています。 
 
震災前には手薄であった母子支援が、復興対策の重要課題の一つとなり、その基盤づくり
が進行中です。 
行政が腰を据えてこの分野に取り組むまで、私たち｢こそだてシップ」は、支援活動を続け、
行政に働きかけを続けるつもりです。 
そのために、特定非営利活動法人の認証申請も手続き中です。 
 

「こそだてシップ」の母子支援は、延べ千組以上になりました。 
震災後から走り続けて 1年半。「こそだてシップ」の原動力は、何といっても「ジェスペール」を設立した宗祥子助産師ほか、
東京から支援を続けて下さるスタッフの皆さま、全国の支援者の皆様のおかげです。 
「東京里帰りプロジェクト」解散後も被災地母子を一丸となって救援し続け、微力だった私たちの団体を引っ張り、ここまで
育てて頂きました。 
 
本当にありがとうございます。心から感謝申し上げます。 
私たち｢こそだてシップ｣も、地元母子のために、これからも頑張って走り続けます。 
 
追記：大船渡、陸前高田で助産院を開業して下さる方、いらっしゃいませんでしょうか？ 夢にまで見ております。 

◆ 「3年目の子育て」を支えるもの（ジェスペール理事・丑田香澄） 

こちらのメルマガでは、「はじめまして」のご挨拶になります。 
ジェスペール理事の丑田香澄です。 
前団体にあたる「東京里帰りプロジェクト」では、多くの皆さまに支えてい
ただき、専任の事務局として活動しておりました。 
 
未曾有の被害をもたらした、あの日あの時から、丸 2年が経ちました。 
被災地以外の地では、時間の経過と共に、この出来事に触れたり思い返した
りする機会が少なくなりつつあります。日夜、震災について考え続けてきた
私でも、以前と何も変わらないかのような東京で暮らし、仕事に育児にと日々
過ごしていると、3.11直後のような関心は持ちにくいのが現実です。 

sportsnavi.com 

市内唯一の商店街”おおふなと夢商店街” 
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◆ 東日本大震災 3年目を迎えて－これまでのご支援のお礼と今後のご支援のお願い 
  （ジェスペール代表・宗祥子） 

今日で東日本大震災 3年目を迎えます。 
 
あの日大きな津波の映像をテレビで見ながら代表の宗は、この中に妊婦や小さい乳呑み子を抱えたお母さんたちがたくさんい
るはずだ、寒空の中で体が冷えている、赤ちゃんのおむつや着替えに困っているに違いない、何とか助けたい、助ける手段は
ないだろうか？そんな思いにかられました。 
 
それ以後、必死に活動してまいりました。 
2011年は震災直後から仲間の助産師たちに協力を呼びかけたり、活動資金をやりくりするために様々な企業や団体に協力を
呼びかけしてまいりました。 
その結果、多くの団体、企業グループ、個人が様々な協力を申し出てくださいました。 
  
また被災地では、自ら被災したにもかかわらず必死で避難所回りをする助産師たちともつながり、その方々の活動の支援を継
続しています。 
助産師たちは、自ら困難な状況にありながらも現地で困っている妊産婦を支援しています。 
この助産師たちを支援する事が、被災地の母子支援の最も効果的な手段である。 
かつこの方々を支援しなければ被災地の母子が取り残されてしまう。そう考えて支援を行ってきました。 
 
2011年に展開した《東京里帰りプロジェクト》に始まり、2012年 7月から西友ウォルマート様 
からの援助を受けこの活動を継続しています。 
 
被災地は 3年目を迎えますが、まだまだ復興は進んでいません。メディアで取り上げられる事も 
非常に減っています。 
 
子育てをとりまく現地の状況は変化していません。不便で狭い仮設住宅で周りを気にしながら赤ちゃんの世話をしたり、今ま
で支えてくれた親族が亡くなるか離れ離れになっていたり。実際に仮設住宅を訪れると、劣悪な環境に驚きます。 
 
しかし、状況は全く好転していないにもかかわらず、震災丸 2年を節目に活動の支援を打ち切る団体が非常に増えています。 
  
ジェスペールは今後も、被災地の変わらぬ状況を様々な形で多くの方にお伝えすることにより、この活動を継続していきたい
と思っております。これからも多くの方々に被災地の今をお伝えして支援の継続の必要性を訴え、直接被災地にも足を運び支
援を続けてまいります。 
 
これまでの皆様のご協力に感謝するとともに、どうぞ今後の皆様のご協力とご支援を賜りますようお願い申し上げます。 

しかし、被災地での子育ての様子を耳にするたび、その大変さを再認識します。 
多くのものを無くし、大切な人々を亡くし、精神的にも経済的にも大きな負担を抱える中での子育て。 
縁のない地や、仮設住宅など、慣れない場所での生活を余儀なくされながら、おもちゃも買えずにいるような状況のお母さん
が、今も沢山いらっしゃいます。 
現地の DV（配偶者間暴力）の深刻化なども今改めて話題になっています。 
 
2年前のあの瞬間、私の腕に抱えられていた当時 0歳の娘も、早いもので 2歳半。 
一人で歩くこともできずにいたあの頃と、自在に走り回る今とで、親の役割は異なりますが、それでもまだ 2 歳。復興支援
もまた、「まだ 2年」なのだと感じます。 
 
被災地の「3年目の子育て」を見守るには、多くのあたたかい目や手が不可欠です。 
ありがたいことに、ジェスペールには、「東京里帰りプロジェクト時代から、いつも活動を応援しています」と、寄付やメッ
セージなどの形で声を届けてくださる方々がいらっしゃいます。 
 
個の時代といわれ、人間関係が希薄化したと言われる世の中において、こうして 3.11を機にうまれた、新しい「つながり」。
人は一人では生きられないと言いますが、こうしたつながりこそ、生きる上で欠かせないものだと感じています。 
微力ながら、これからも被災地のリアルを伝え、つなげていけたらと思います。 
引き続き、どうぞよろしくお願いいたします。 
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陸前高田市の戸羽市長さんの言葉をご紹介します 
 
『全国の皆さんには、東日本大震災があったという事実さえ完全に 
忘れ去られているのかなという想いがある。 
  
人は誰かに見ていてもらわないと、誰かに応援していてもらわな 
いとがんばれない。 
  
みんなに忘れられてしまったら、みんな頑張ることをしなくなっ 
てしまう。 
  
地域の人たちで「頑張れ！頑張れ！」って言ったって、被災前から経済的に大変なところから、これ以上ど
うやって頑張ったら良いのか？ 
  
何を頑張れば良いんだ！と生きる希望も無くなってしまう。だから私は忘れられないように努力していかな
くてはいけない。』 
 

手のひらサイズの木製のお人形さん、“こまむ・どぉる”をご存知ですか？ 
 
口や首に傾きをつけて豊かな表情の表現をすることができる、素朴でどこか優 
しい印象のお人形です。 
ゴムで間接がジョイントされているので、様々なポーズをとることも可能で
す。 
 
また、洋服の簡単な型紙もついており、フェルトなどで気軽に好きな洋服を作 
る事が可能なので、着せ替えも楽しむことができます。 
 

◆ かわいらしいお人形さんで被災地支援をしませんか？ 
  ～“こまむ・どぉる”販売のお知らせと購入のお願い～ 

このお人形を被災地の母子支援のために、ジェスペールで販売します。 
価格：1体 1,900円 
母の会など、まとめての購入も可能です。 
 
お人形は、被災地に送るために購入する場合、ご自分用に購入する場合のどちらかをお選びいただけます（どちらかの場合も
売上の一部をジェスペールの被災地支援に充てさせていただきます）。 
 
 
購入希望の方は、http://tohokumama.org/mail/mail.html からご連絡下さい。 
メールには下記のご記入をお願いします。 
・メールの件名を「人形購入希望」と記入してください。 
・メール本文には、お名前、メールアドレスを記入してください。 
後ほど申込書をメールにてお送り致します。 
 
こまむ・どぉる（基本タイプ） 
材質：ブナ ビーズ ゴム 
塗装：なし 
対象：1歳 6ヶ月～ 
サイズ：100×45×65（㎜） 
 
ジェスペールホームページでもこまむ・どぉるの写真をご覧いただけます。 
http://tohokumama.org/ 
 
お申込みをお待ちしています！ 

http://tohokumama.org/mail/mail.html
http://tohokumama.org/
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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。 

◆ プロジェクト応援のお願い 

◆ 「東北こそだてプロジェクト」メールレター 

 

公式ホームページ：http://tohokumama.org/    お問い合わせ先：info@tohokumama.org 
Twitter: https://twitter.com/tohokumama     Facebook: http://www.facebook.com/tohokumama 

発行者： 一般社団法人ジェスペール 

◆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。 

 

 

 

私事で恐縮ですが、今日は私が人生の目標にしていた先輩が亡くなって 5年目の日です。 
ある程度の歳になると死別経験は避けられないものとはいえ、寿命と言えるご年齢ではなかったので当時は大変がっくりきま
した。 
 
2011 年 3月 11 日は先輩が亡くなって 3年目の年で、「やっと少し落ち着いてこの日を迎えられるようになったな」と思っ
ていたところ、多くの方々の命日となってしまいました。 
 
大震災で大切な存在を亡くした方々のお気持ちは、2年経ったくらいではまだまだつらいもののはず。 
そう考えると、非力ながらも被災地支援の手を休めてはならないと思われます。 
 
私自身については、今日はもう先輩に対する気持ちは落ち着いており、ご一緒させていただいた日々を心穏やかに思い出すこ
とができています。 
 
3月 11日の命日を分かち合わせていただいている被災地の方々にも、いずれ心穏やかな日々が来るよう祈っています。 
 
それでは皆さま、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） 

◆ 編集後記 

http://tohokumama.org/donation.html
http://tohokumama.org/
mailto:info@tohokumama.org
https://twitter.com/tohokumama
http://www.facebook.com/tohokumama

