子どもの育ちを支える日本子ども・子育てネット
ニューズレター ■ＶＯＬ：１6（２０１9・８・１）

ここネット通信
日本子ども子育てネットは
日本の子どもが遊びながら豊かに育つことのできる社会の実現と
日本の文化と命をつないでいく子育てを支えていく活動をしている団体です。

体罰を終わらせることの始まり

！！

梅雨が明けたらいきなり猛暑日が続き真夏が到来しました。
会員各位におかれましては、子ども・子育て支援の業務にご精励の事と拝察いたします。
本年 6 月 19 日には児童虐待関連改正法が成立し、児童福祉法、虐待防止法に体罰の禁止が盛
り込まれ来年の 4 月から施行となりました。
平成 30 年 6 月に発生した東京都目黒区での痛ましい虐待事件には全国民が心を凍らせたこと
と思います。5 歳の子どもが書き綴った手紙を読み、早朝から一人で起きて、一所懸命に文字を
書いている子どもの姿を想像するだけで、心が痛み、涙が止まりませんでした。このような悲劇
が体罰の禁止という法律の改正だけで一朝一夕に解消されることはないかもしれません。しか
し、子どもを育てるときの体罰を終わらせる始まりにはなる重要な一歩だと思います。
今から 40 年前に世界で初めて法律で体罰の禁止を決めたのはスウェーデンです。同国でも、
しつけをするのに体罰は当たり前という考え方が大半であったそうです。そこから 40 年の歳月
をかけて、少しずつ体罰をしない子育てが浸透してきているそうです。子ども・子育て支援に携
わっている私たちも、その責任の重大さと使命について気持ちを新たにして参りたいと思いま
す。

第 10 回全国研究大会山梨大会のお知らせ
「第 10 回子ども・子育て支援全国研究大会２０１9 in 山梨」の開催が決定しました。
テーマは「語り場から始まる子育てプラットフォームづくり」となりました。
日時 2019 年 11 月 28 日（木）・29 日（金）2 日間
会場 甲府記念日ホテル 山梨県甲府市湯村 3 丁目２－３０
対象 保育所 幼稚園 認定こども園 子育て支援関係者
主催 日本子ども子育て支援センター連絡協議会（日本子ども子育てネット）
主管 第 10 回子ども・子育て支援全国研究大会２０１9 in 山梨 実行委員会他
正式な開催の要項と申込み用紙は９月に全国の子育て支援拠点事業者等へ発送されます。
この大会は全国の皆様の熱意とご厚意により開催されます。子ども・子育て支援の灯を消さな
いように成功させていきたいと願っています。お誘いあわせの上、早めの参加申し込みをお待ち
しております。
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★ 全国理事役員会報告
令和元年 6 月２２日に役員会が開催され、平成３０年度の事業報告と会計報告が添付の通り承
認されました。

平成 30 年 日本子ども・子育てネット 事業報告
１．全国研究大会
第９回子ども子育て支援全国研究大会 in 埼玉
平成３０年１２月３日（月）・４日（火）ウェスタ川口 報告書はＨＰに掲載中
２．実践交流セミナー
テーマ 「受け取ったもの・渡すもの、ありんくりん」
―私たちは次の世代にどんな子育て環境を手渡しするのか？ー
日時：平成 3１年２月７日（木）・８日（金）
場所：大妻女子大学 千代田キャンパス
平成３０年度子育て支援従事者セミナー
講 演「児童虐待防止について考える」
講 師 子ども虐待防止みやざきの会 代表 甲斐 英幸 氏
講 演「足指を伸ばすひろのば体操と全身・噛み合わせの関係、口腔育成の話」
講師： 山下歯科・矯正歯科 院長 山下 剛史 氏
講 演「歯科医師が教える 0 歳から始める口腔育成講座」
講師： 生田歯科医院 副院長 藤原 康生 氏
日時：平成 3１年 2 月４日（月）
場所： 宮崎県福祉総合センター 人材研修館３階 中研修室
３．理事役員会
第１回 役員会・企画委員会 平成３０年２月１８日（日） 日本女子大学 目白キャンパス
第２回 役員会・企画委員会 平成３０年６月７日（木）さいたま市子ども家庭総合センター
第３回 役員会・企画委員会 平成３０年９月１２日（水）大宮シーノ
第４回 役員会・企画委員会 平成３０年１０月１５日（月）さいたま市子ども家庭総合センター
第５回 役員会・企画委員会 平成３０年１２月２日（日）ウェスタ川越

４．研修会
テーマ「子ども子育て支援における多職種連携を考える」
〜多世代包括支援の実践に学ぶ〜
講師 榊原久子先生 白梅学園大学院子ども学研究科修士課程修了
日時 平成３０年６月７日（木）１６時００分 ～ １７時３０分
場所 さいたま市子ども家庭総合センター（あいぱれっと）
テーマ「現場で生かす！０・１・２歳児の未来を育む３つの T」
講師 高木早智子（花園第 2 こども園長）
日時 平成 30 年 10 月 15 日
場所： あいぱれっと 子ども研究センター オープンスタジオ
５．厚生労働省訪問
期日 平成 30 年 6 月 8 日（金）訪問者 4 名 平成 30 年 10 月 16 日（火） 訪問者 7 名
６．会報発行
ニューズレター ■ＶＯＬ：１２（２０１８／１／１）
ニューズレター ■ＶＯＬ：１３（２０１８／６／２２）
（担当 事務局 村上）
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Ｈ30 年度 日本子ども子育てネット 決算書
収入

Ｈ３０年度

前年度繰り越し

備考

2,049,934

会費

751,000

5,000 円 ４件
4,000 円 64 件
3,000 円 ９件
2,000 円 224 件

参加費

16,000

利子

関東ブロックセミナー

9

協賛金
合計

2,816,943

支出

Ｈ３０年度

会議費

備考

4,000

通信運搬費

104,305

講師料

10,000

役員会会議
切手代
関東ブロックセミナー講師謝礼

雑費
手数料

216

協賛金送金
セミナー印刷代

102,000

小冊子印刷分

大会印刷代

102,900

抄録 300 部分（山梨分）

合計

323,421

ここネット通帳 （Ｎo,1659151）
総収入
２，８１６，９４３

－

総支出
３２３，４２１

令和元年度へ繰越
＝
２，４９３，５２２

ここネット通帳 （ No,30662031）
残高

４４７，５３５円

監査の結果、上記の決算書は適正と認めます。
令和元年 ６月 １８日
監事
國重 俊亮
印
監事
根岸 広幸
印
監事

本藤
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潔

印

「ストップ虐待・親支援のあり方検討会議」
「子どもを被害者にしない」「親を加害者にしない」子育て支援の在り方を考えるために、第 1 回目の
検討会議が 6 月 22 日に開催されました。この検討会議はここネットと日本女子大学虐待支援研究班及び
日本多機関連携臨床学会とのコラボ企画（東京開催）として開催されました。（別添の「ご参考 「体罰禁
止」を親へどう伝えるか」をご参照ください。）
今後も下記の予定で継続的に検討会議を開催して参ります。ご参加をお待ちしております。
「ストップ虐待・親支援のあり方検討会議」
第 1 回 6 月 23 日（日）日本女子大学

開催済み

第 2 回 8 月 31 日（土）埼玉県熊谷市
問合せ 連絡先 TEL048-520-6112（大谷光代）

pika_ring@me.com

第 3 回 9 月 6 日（金）午後 熊本市子ども文化会館
講師

倉石哲也氏（武庫川女子大学）

問合せ 連絡先 TEL096-272-0673 （村上千幸）murakami@santo.ed.jp
第 4 回 9 月 29 日（日）午後 東京都

日本女子大学 同封の要項参照

※令和元年度会員募集中！継続年会費の納入もお願いします。
日本子ども子育てネットの会員になりませんか！
組織会員（県組織単位での加入：埼玉県・宮崎県・富山県・山口県・熊本県）
施設会員 ４，０００円（施設会員の場合は、施設の職員は全員が会員となります。）
個人会員 ３，０００円（個人会員の場合は、登録された個人のみが会員となります。）
賛助会員 ５，０００円（一口）
会員の特典 ここネット主催の研修会や事業の案内やニューズレターが届きます。
ここネット主催の事業に会員価格で参加できます。
入会の方法 日本子ども・子育てネットホームページから（http://kokonet.jp）
会費の納入 下記のゆうちょ銀行宛にお願いします。
◇ゆうちょ銀行（郵便局）からの振り込みの場合
口座記号番号 １７１５０－１６５９１５１１ 加入者名 二ホンコドモコソダテネット
◇他金融機関からの振り込みの場合
銀行名 ゆうちょ銀行 店名
預金種目 普通預金

七一八（読み ナナイチハチ）

口座番号 １６５９１５１

受取人

店番

７１８

日本子ども子育てネット

日本子ども・子育てネット（日本子ども・子育て支援センター連絡協議会）
------------------------------------------------------------------------------〒861-0123
熊本県熊本市北区植木町有泉 829
TEL 096-272-0673(山東こども園・主幹保育教諭 三原 担当)
096-272-0699（支援センター）
FAX 096-273-3322
【メール】info@ kokonet.org

http://kokonet.org

日本子ども・子育てネット
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