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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。 
一般社団法人ジェスペールです。 
今年の桜は早かったですね。まだ少し寒
い中でのお花見になりましたが、春の訪
れを感じられる桜の開花はとても嬉しい
ものだと思います。 
 
今月の「被災地から」は、福島県相馬市
の「相馬助産所」から、先が不透明で厳
しい状況の中、必死に子育てをするママ
の心の支えとな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（岩手・宮城・福島） 
├ 被災地から（福島県相馬市、南相馬市、新地町 相馬助産所）  
  http://tohokumama.org/report_soma.html 
  http://fukushima-midwife.org/hisaiboshi/activity_report.html 
├ コラム【こそだて玉手箱】 
  第 5回：「生まれたばかりの赤ちゃんは言葉が分かる？」 
         （ジェスペール代表・宗祥子） 
├ ジェスペールの活動のテレビ映像紹介 
  http://www.tv-tokyo.co.jp/mv/newsanswer/lives/post_28157/ 

  
    

  

◆ 目次  

＜支援母子数＞ 
3月：  519組 【計 3,911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）  

      
～福島県相馬市「相馬助産所」の活動から考える、厳しい状況の中にいるママを支えるということ～ 

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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福島県の沿岸部、福島第一原子力発電所の北に位置する相馬市、南相馬市、新地町。津波でたくさんの人が犠牲になった地
域です。そして南相馬市には、原発事故による避難指示がまだ解除されていない地域、解除されたけれど除染が進んでいな
い地域もあります。 
 
県外に避難した母子がたくさんいます。 
同時に、この地に残って子どもを産み育てることを選択した母たちもいます。 
賛否さまざまな意見があります。でも、母たちは今この瞬間も、尊い命と向き合い、懸命に子供を育てているのです。 
 
その母子たちを支え、見守ってきたのが、相馬助産所の宮原けい子さんをはじめとするスタッフたち。地元の母たちからの
信頼はとても厚く、これまでサロンがなかった南相馬市の母たちからも「ぜひ開いてほしい」と熱心な要望が寄せられまし
た。そして先日、第１回目のサロンが実現しました。 

 

◆ 被災地から ～「相馬助産所」 福島県相馬市、南相馬市、新地町 
 http://tohokumama.org/report_soma.html  

  http://fukushima-midwife.org/hisaiboshi/activity_report.html 
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何人も見ました。この地で子育てをしていいのか、そんなことをしているのは自分だけではないのか。母たちは思い悩んでい
ました。 
 
このままの状況では子供に悪影響を及ぼす――。 
 
そう思った私は、お母さんが心身ともにリフレッシュできる場をつくろうと考えました。赤ちゃんと一緒に外出し、ほかの母
たちと交流し、みんなと体を動かすことができる場です。 
 
 
◇◆「子どもがかわいく思えるようになった」 
 
私は助産師であるとともに、手具（ボール・ベルダー・ベル）を使った健康体操「3B 体操」の指導者もしているので、ほか
の指導者に協力を呼びかけました。 
東京都助産師会の「東京里帰りプロジェクト」の支援をいただくこともでき、2011年 9 月から「ベビーとママのリフレッシ
ュ体操」を始めました。 

宮原さんは言います。 
「この地区の母や父、赤ちゃんは福島の宝であり、未来です」 
どうぞ最後まで、宮原さんの文章をお読みください。 
 
 
◇◆怯え、悩み、閉じこもっていた母たち 
 
震災後の 2011 年 6 月、勤めていた病院を退職し、地域の助産師として助産所を開設し
ました。まず県の委託事業で「母子育児支援家庭訪問」を始めたところ、どの母子を訪
ねても大変な状況の人ばかりでした。 
 
津波で家族を失った人、原発事故で避難してきた人、一時的に遠くへ避難していたけれ
ど戻ってきた人。 
 
そして、錯綜（さくそう）する原発情報にほんろうされて何を信じていいか分からず、
放射能におびえ、カーテンを閉め切った暗い部屋に子供と２人で閉じこもっている母を 
 

最初は暗い表情をしていた母たちも、全身を動かしたりいろいろ話すことで
リフレッシュできたようです。参加者は回を重ねるごとに増え、現在では毎
回 20～30組の母子が参加しています。 
 
毎回ちょっとした勉強会もやっています。昨年、救急救命士による「赤ちゃ
んの緊急時の対処法・救急蘇生」を開催したところ大好評だったので、今年
はこれを 3回シリーズで開催することにしました。 
 
昨年末に助産所を移転してからは、母子を訪問するだけでなく、助産所へ来
てもらっての乳房ケアもできるようになり、ここで子育てサロンも開けるよ
うになりました。サロンではベビーマッサージや「はだかんぼ体操」をした
り、子育ての悩みを話し合ったり。あっという間に 2時間が過ぎていきます。 
 
リフレッシュ体操やサロンに参加した母たちからは「悩んでいるのは自分だ
けじゃないんだ」「とてもリラックスできて、子どもがかわいく思えるように
なった」「出かける張り合いができて、おしゃれもするようになった」などな
ど、さまざまなコメントをいただいています。 
 
1 歳になるとリフレッシュ体操は“卒業”になり、「あんよちゃん親子体操」に
進むのですが、その時に、卒業するみなさんから素敵な色紙をいただきまし
た。とても感激し、続けていて良かったと思った瞬間です。 
卒業生からはこんなコメントもいただきました。 

「リフレッシュ体操には、息子が 3カ月の頃から参加させていただきました。 
そのころは、息子が毎日 16時になると決まって泣き止まなくなり、私自身がいき詰まっていた時でした。体操に行って、背
伸びでさえも久しぶりにして、とても気持ち良かったの忘れられません。 
 
普段は息子と二人きりで過ごしています。体操やここでの出会いがなかったらどうなっていたのでしょうか、想像がつきませ
ん」 
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   ◇◆悲しさ、つらさ乗り越えながら 
 
一方で、切なかったこともあります。 
 
訪問を依頼したり体操やサロン活動に参加しようという母は、どちらかとい
うと幸せな方です。10人の母がいれば、その親子をとりまく家族は 40人い
ます。 
本当に支援が必要な状況なのに、家族が民間からの支援も公的援助もかたく
なに拒否し、悲しい思いをしている母たちもいるのです。 
 
それに対しどこまで関わることができるのか――。 
無力さを感じることもあり、地域の連携が本当に重要だと感じました。 
 
また、県外に避難していて帰ってきた母子から、避難先で「この子は福島県産だね」とか「放射能を落としてから来たか」な
どと言われていたことを聞きました。この母子が、心ない言葉にどれだけ傷ついていたかと思うと、私も悲しくなりました。 
 
それでも、今ここで子どもを育てている母たちは、だいぶ落ち着き、前向きになってきているようです。 
 
母たちの口から、「この地で産み育て、子どもが大きくなった時に、『こんな気持ちであなたを育てたんだよ』ということを伝
えたい」という言葉も聞かれるようになってきました。 
 
この地区の母や父、赤ちゃんは福島の宝であり、未来です。 
 
これまで、みなさんの支援のおかげでのびのびと活動してくることができました。とても感謝しています。 
今後も、微力ながら母子のサポートを続けていきたいと思っていますので、ご支援のほど、どうぞよろしくお願いいたします。 

◆ コラム【こそだて玉手箱】 
  第 5回：「生まれたばかりの赤ちゃんは言葉が分かる？」（ジェスペール代表・宗祥子） 

 多くの大人は、生まれたばかりの赤ちゃんは言葉がわかっていないと思ってい
らっしゃいます。 
確かに言葉の意味のひとつひとつを赤ちゃんが理解しているかどうかは不明で
す。 
しかし、赤ちゃんはお腹の中にいる時からお母さんたちの気持ちをしっかり受
け止めています。 
そしてちゃんと赤ちゃんに話しかけたり、お願いすると、聞いてくれます。 
これは多くの方が胎児のときから体験していらっしゃいます。 
また、子どもが話ができるようになってから親に語ってくれることもあるよう
です。 
 
生まれたばかりの赤ちゃんにも、ぜひ大人に接するような気持ちで接してほしいと思います。赤ちゃんは何もわからないから
と、無視した態度で接していると、とても機嫌を損ねます。 
赤ちゃんも初めての出来事に出会ったり、なにも説明されない事を突然されると、とても驚いたり、不安になったりするので
す。 
 
例えば、生まれた病院から退院する時、初めての大人が訪ねてくる時、また何らかの健診で病院に行く時など、きちんと説明
してあげて下さい。 
通常はそういったことを意識していませんから、場所が変わるとその夜はよく泣きます。 
ちゃんと説明すると赤ちゃんもニコニコ機嫌よくしています。 
 
私が気になるのは、大人がよく、まるでそこに赤ちゃんがいないかのように話しをすることです。赤ちゃんはそれがどうも気
に入らないようです。 
赤ちゃんの前でお父さんとお母さんが喧嘩するなどはもってのほかです。もし赤ちゃんに聞かせたくないことがあれば別の部
屋で話をしましょう。そしてお父さんとお母さん、あるいは上のお子さん達と話す時もちゃんと赤ちゃんに語りかけながら話
を進めていってください。 
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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 

 
ご自分に置き換えてみて、もし、他の 2人の大人たちが、自分がいないかのように話している状況に置かれたら、とても嫌な
気分がするでしょう。 
赤ちゃんも同じです。ちゃんと赤ちゃんに語りかけながら 3人で話をして欲しいのです。これを試してみると確かに赤ちゃん
は大人の話がわかっているという事を感じることができます。 
 
以前ある方が、子どもの月齢が 6ヶ月ぐらいの時からどうしても働かなければいけないことになりました。でもずっと母乳を
飲んでいるので、どうしてもミルクを飲んでくれません。 
どうすればいいかと私に相談に見えました。その時私も苦肉の策で、「お母さん、お父さん、そして赤ちゃんの 3 者でちゃん
と話し合いをして理由を伝え、なぜミルクを昼間飲まなければいけないかを説明してお願いしてごらんなさい」、と伝えまし
た。 
 
するとちゃんと赤ちゃんはミルクを飲んでくれたそうです。赤ちゃんも、ちゃんとお母さんやお父さんの言葉や気持ちがわか
ります。わかると思って話しかけてみると確かに言葉が通じていると、感じる事がよくあります。 
 
 
またおなかの中の赤ちゃんにも、「お父さんの都合のいい日に生まれてきて 
ね」、とご夫婦でお願いするとちゃんと都合の良い日に生まれて来てくれる 
のです。 
このような話は枚挙にいとまがありません。 
 
 
私は実はこの話を、第 1子が生まれた時にお世話になった助産婦さんに教 
えていただきました。 
そして実感したので、仕事柄多くのお母さんたちに赤ちゃんの気持ちを大 
切にしましょうと話しています。 
 
赤ちゃんの人格をちゃんと認め尊重して育てると、必ず子どもとの関係性が驚くほど良好になります。 
子どもが本当に望むことが何かを見抜く力もできます。 
楽しんで子育てする、ということはこんなところに秘訣があるように思います。 

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！ 

◆ ジェスペールの活動がテレビで放映されました！ 

http://tohokumama.org/donation.html
http://www.tv-tokyo.co.jp/mv/newsanswer/lives/post_28157/
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◆ 「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。 

 

 

 

3月下旬から 4月上旬まで、天候が不安定な時が多かったですね。 
私は 3月 18日から 2泊 3日で石垣島旅行に行っていたのですが、18日は石垣島は大荒れで大変でした。 
 
空港からホテル行きのバスに乗ったのですが、途中、道が冠水して川状態になっていてびっくりしました。 
窓にはしぶきが飛ぶし、バスのステップの中まで水が入ってきて、「私は今本当に日本にいるのだろうか」と思ったほどです。 
 
後で現地の人に聞いた話が少し面白かったです。 
道が川状態になるのはたま～にあるようで、その時どうしても走らなければならない車は、歩道を走るのだとか。 
 
石垣島の初日は大変でしたが、翌日以降は天気も安定し、素晴らしい景色を堪能してきました！またぜひ行きたいです。 
 
 
これから良い季節になってきますが、爆弾低気圧などの不安定な天候だと、せっかく企画された野外イベントも中止になって
しまいますから、天候にもお手柔らかにと申しあげたいですね。 
 
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 
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