平和島駅から七分︑元小学校の校舎を活用した大田区区民活
動支援施設﹁こらぼ大森﹂の３・４階には︑子どもたちのはつらつ
とした声が響き渡っている︒﹁ゆきちゃん！﹂と子どもたちに親し
ま れ ている 阿 部 由 起 子 さ ん の 職 場 は ︑こ こ ︑子 ど も 交 流 セ ン
ター︒運営をＮＰＯ法人おおもり子どもセンターが担う︑大田区
初の児童館︒
食育や地球環境について重きを置く子ども交流セン
ターのコンセプトに感動し︑
ここで働くことを決めたという阿部
さん︒
一児の母であり︑朝から夜まで忙しく働く阿部さんの力の
源は﹁子どもが好き﹂という気持ちだ︒そんな阿部さんの多彩な
過去︑
現在︑
そして今後の展望に迫る︒ ︵取材・文＝海老澤 圭︶
地域から東京への移住と
いう葛藤︑国籍ゆえにい
じめられる彼らの現実に
直面した阿部さん︒
﹁つな
がるとは︑どういうこと
なのか﹂という 問いに答
「ゆきちゃん」
のまわりにはいつも子どもたちがいる
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﹁私は何も知らない﹂と
いう事実であった︒そんな
悔しさや無力さといった経
験が︑今も彼女を突き動
かす原動力となっているの
だろう︒
その兄弟が︑自らの居場
所としていたのが児童館
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0

子ども交流センターで。
遊びの中で何を学べるかを大事にしたい、
と阿部さん。
心の底から真剣に遊ぶ、
ここに集う大人たちはみんなステキだ。【撮影＝八巻里絵子】

：

20号3面の
「読者プレ
ゼント」
におきまして
高田紫央先生の気学
風水カウンセリングの
時間と料金表記
「60分5,000円」
は、
「30分5,000円」
の誤り
でした。
ここにお詫び
して訂正いたします。

だった︒彼 らに﹁ま さ に
手をひかれるように出会っ
た﹂という︑子 どもに関
わる仕事︒彼らから﹁教
わった﹂様 々 なこ とは︑
今の阿部さんを形成する
大事な一部となっているに
違いない︒

03-3778-0248

TEL：03-5753-6801
http://homepage3.nifty.com/
kodomo-kouryuu-c/
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▲過去のポレポレECOまつりの様子

阿部由起子

さん

有限会社マルショウ美術印刷

あべ・ゆきこ

子ども交流センター職員

コンセプトが共鳴したも
の︒
こらぼ大森のグラウン
ドが︑
江戸の町に変化する
様相は圧巻だ︒
阿部さんの
テーマである
﹁たて・よこ・
ななめの入り混じった交
流﹂
が実現する︑
年齢も国
籍も文化も超えたイベン
トとなるに違いない︒
人間同士だけでなく︑自
然も︑﹁いろいろなつながり
がつくれるといいな︑
と思
う﹂阿部さん︒﹁私の﹂
では
なく
﹁私達の﹂という阿部
さんの姿勢に触れて育つ
子どもたちは︑
豊かな精神
を育み︑﹁私達の﹂
未来を担
う人 間 と成ってゆくだろ
う︒

03-3765-5921

東京都大田区大森西１１
- ４ｰ２７

大田区大森西2-16-2 こらぼ大森3・4階

わる
「ひと」
をクローズ
アップ。編集部がその
素顔に迫ります。

子どもから教えて とをやろう﹂と︑大 学 卒 と阿部さん︒
えを求めるべく︑体当た
もらうことばかり 業後もＣＷＮの活動にかか そんなＣＷＮ時 代︑阿 部
でした
わり続け︑海外から来た さんに忘れられない出会
りで中 国の彼らの実 家へ
学生時代から縁があるア 子どもたちと交わり続け いが訪れた︒雄大な自然
赴いた︒しかし現地で彼
ジア方面への旅を幾度も てきた︒当時を振り返る に囲まれた中国・東北部
女 がわ かったこ とは︑彼
重ねるうちに﹁枠が取れ と﹁子どもから教えても から日本に移住して来た
らの生 活や背 景︑そして
た﹂と言う阿部さん︒大 らうことばかりでした﹂ 兄弟だ︒自然に恵まれた
中 国 と 日 本 との 関 係 を
学在学中から︑知人の紹
ば︑﹁ともにつくる地域の
介でＣＷＮ
︵世界を結ぶ子
子育て﹂
という子ども交流
どもの会︶に参 加してい
センターのコンセプトに強
た︒
ＣＷＮは︑品川に住ん
い共感を覚えるのも︑
うな
でいる海外からの移住者
ずける︒
た ち︑主 に 中 国・フィリ
月１日には︑地域の住
ピンなどのアジア系の子
いうほど︑
周囲の理解は深 た︑
ど も た ち を 支 援 し てい
毎週月曜日には
﹁大森 こともあるというクラブ 民と一体となって︑﹁ ポレ
人類の子︑
エ コ
かった︒
子どもが産まれた 探検隊﹂
が開催
た︒阿部さんはその活動
の活動もあり︑
多 活動だ︒﹁私も探検がした ポレＥＣＯまつり﹂
未来の子
ときに
﹁この命︑預かった﹂ 忙だ︒﹁大森探検隊﹂
︵
﹁ポレポレ﹂
とはス
の中で︑自 分たちの故 郷
という阿部さんは︑ される
とは︑ いので﹂
子ども交流セン と思ったという阿部さん︒ 小 学 生 と共に︑身 近な自 子どもたちの保護者役で ワヒリ語で
﹁のんびり︑
ゆっ
から遠く離れた子どもた 妊娠時︑
広く︑
深い︒ 然や町で立ち止まり︑
の意︶︒
テーマは﹁江
ちの抱 えている︑そして ター開始以来初めてとな その生命観は︑
彼らと同じ くり﹂
楽し あると同時に︑
江戸時代の生活がリ
抱えさせられている問題 る産休を取った阿部さん︒ 阿部さんの担当は︑ 〜 いことを発見しようと︑
﹁面白さ﹂
を見てい 戸﹂︒
町 視点で
歳児の子どもと親の集 工場や公園に赴いたり︑
を意識するようになった︒ ﹁ここじゃなきゃ育てられ
﹁シ サイクル社会であったこと
時 るのだろう︒また自ら
と まる
﹁ありんこクラブ﹂
︒
ま には田植えの経験をする リーズ 世界を感じる日﹂ に︑
子ども交流センターの
そ して﹁今︑やり たいこ なかったかもしれない﹂
を提 案 ︒地 域に住む中 国
人に餃子の作り方を教え
てもらうというような︑
日
常の中で世界を見つける
ことを目指すという視点
は︑
阿部さんの体当たりの
海外経験無しには有り得
ないものだ︒
妊 娠を機に大 森へ引 越
し︑
子ども交流センターの
人々との
﹁地域的﹂
交流も
深まったという︒﹁先生じゃ
なく︑
あくまで地域の住民
であることが大事﹂
だと語
る阿部さん︒
様々な世代が
互いに
﹁名前で呼び合える
関係﹂
であるのが理想だと
いう︒
地域的な結びつきに
対する関心の深さを思え

DATA 大田区子ども交流センター

＠cafeでは大森にまつ

