豊後大野市の「おうち」と「暮らし」を考えるマガジン。
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豊後大野市での子育ては魅力がいっぱい！

You Tube の豊後大野市公式チャンネル
チャンネル登録

にて、豊後大野市のゆるキャラ「ヘプタ

お願いします♪

ゴン」がユーチューバーとして活動を開

Take
Free

始します！乞うご期待！

今回は、「子育て」をテーマに各所へ取材に伺い、発信させていただきました。
子育て支援センターの職員さん達や民間で教育事業をされている方々、移住者交流会を通じてお話を
したお母さん達など、たくさんの方々へお話を伺い、豊後大野市の子育て支援制度について知る中で、
こんなにも豊後大野市は子育てしやすいまちなのだと気づくことができました。
私自身も豊後大野市へ移住して 2 年半が経ち、地域おこし協力隊としての活動も残り 1 年を切りまし
た。残りの任期で引き続き豊後大野市の魅力を探って発信し続け、将来この大好きな豊後大野市で子
育てをしていくことを楽しみに頑張っていきたいと思います！

のびのび育つ︑

当フリーペーパーを読んでくださりありがとうございました！

居場所があるまち︒

豊後大野市地域おこし協力隊の移住定住担当の日淺（ひあさ）紗矢香です。
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発行：豊後大野市役所まちづくり推進課

地域おこし協力隊

発行人：日淺紗矢香
問合先：豊後大野市役所まちづくり推進課
TEL / 0974-22-1001 FAX / 0974-22-3361

Bungo Home

ぶ

豊後大野から全国へ。

んご
びと

ホーム
スタート

Bungo-bito

子育て支援センター
やしの実ひろば 代表
きら

ひさこ

𠮷良久子さん

「おはようございまーす！」そうはじけるような笑顔

るが、やはり心に残っていたのは「子どもに関わる仕

で迎えてくれたのは、三重町にある子育て支援センター

事をもう一度したい」という想い。そしてパート生活

「やしの実ひろば」代表の𠮷良久子さん（48）。

をして 6 年たった時、3 人目のお子さんの卒業式でた

東京都で生まれ、7 歳から大学卒業まで埼玉県で過ご

またま居合わせた方に子育て支援センターのお誘いを

した。5 人兄妹の長女として育った𠮷良さんは、弟や妹

受けることに。幼稚園の先生の免許も持っていた𠮷良

の存在があったためか子どもが好きで、小学校の教員へ

さんは、保育の補助の仕事をしたのち、子育て支援セ

の道を歩むことに。勤務地は縁のあった北海道だった。

ンター「やしの実ひろば」に勤めることとなった。

子どもたちと過ごす時間はとても幸せで、まさに天職。
充実した教員時代だった。そして教員生活がきっかけで

子育て支援センターでの仕事は「お母さんに元気に
なってもらうための仕事」だという𠮷良さん。訪れた

出会った夫と結婚。夫の出身である豊後大野市三重町へ

お母さんの話を聞いて気持ちに寄り添ったり、時には

嫁ぐこととなった。

アドバイスもする。

北海道から豊後大野市へ移住した𠮷良さんは当時 28

庭を訪問し、相談を受けたり外出や育児家事をボランティアで一緒
に行うものだ。 英国が発祥ではあるが、実は 2008 年 11 月に、土
谷修さん（すがおこども園 園長）を代表として日本で初めて取り
組みを開始し、全国の先駆けになったのは豊後大野市の「ホームス

豊後大野市から始まったこのホームスタートは、北海道、東北、
関東、関西、四国といった日本各地へ広まり、開始から 10 年以上たっ
た現在では 100 カ所以上の施設で実施されている。
「家事や子育て、子守りを代行するわけではありません。お母さ
んの話や悩みを傾聴して考えに寄り添い、『一緒に』考えます。お
母さん自身がどういう風にしたいのかを引き出して導いていくこと
が私たちの役割なんです。」
自身もホームスタートの訪問ボランティアとして活動する「やし
の実ひろば」代表の𠮷良さんは、はつらつとした笑顔でそう話す。
「外出しづらい」「頼れる人が身近にいない」など、そんな悩みを
抱えた子育て中の親の心を支えるホームスタート制度。核家族化し
ている現代だからこそ、子育てを一人で背負うことなく一緒に考え
支えあう仕組みが重要になっている。

子育て情報の提供や親子の交流の場。

子育て支援センター

も褒めること。お母さんを介してお父さんに感謝を伝

らず家に引きこもりがちとなっていた。

えることで、『優しさの連鎖』が生まれ、家族円満にも

三重町 やしの実ひろば

三重町 ふれあいひろば

月〜金 ９時〜１４時

月〜金 ９時〜１４時

080-1543-3003

0974-22-1065

三重町浅瀬 3116

三重町市場1200

親子クッキング、リズムあそび、身体測定、
お誕生日会など…楽しい催し物がいっぱい♪
スケジュールを確認して、いろんな町の子育

◎ 清川町 つくしんぼ

つどいの広場

月火木金 ９時〜１４時

緒方町 ちゅうりっぷ
月〜金 ９時〜１４時

利用料は基本無料！

080-2796-3146

0974-42-2454

未就学児とその親が対象です★

清川町砂田1876-1

緒方町下自在157-1

て支援センターに参加してみませんか？

「大切にしているのは、お母さんだけでなくお父さん

歳。子どもをすぐに授かるものの、周りに知り合いもお

そんな中、勇気を出して参加してみたのは夫が見つけ

◎ 大野町

繋がると思っています。」

子育てひろば

ルンるん

◎ 犬飼町 ゆうゆうキッズ

月〜木・土 ９時〜１４時

月〜金 ９時〜１４時

ての気持ち、女性としての想いを活かした上で、お父

0974-34-2725

097-578-0188

どもの年齢も同じ 1 歳で、お互い周りに頼る人や友達が

さんお母さん両方の気持ちを汲んで支える。また、か

大野町田中247-13

犬飼町田原1416-1

いなかったので、話してみると意気投合して本当に嬉し

つての𠮷良さんのように子育て支援センターはお母さ

かったのを覚えています。気持ちを共感しあえる人がい

んたちが知り合い、繋がるきっかけにもなっている。

た親子のあつまりイベント。そこで出会ったのは全く同

自身の子育て経験や移住してきた際の不安、母とし

じ境遇で大阪から嫁いできた 1 人のお母さんだった。
「子

るってこんなにも幸せで安心するんだと思いましたね。」

◎

「こうやって仕事でも大好きな子どもたちに関わるこ

毎週水曜日は

◎ 毎月第 3 金曜日は

◎

毎週木曜日は

この出会いをきっかけに、様々な人と交流するように

とができて幸せです。ご家族の幸せと出会いへ繋げる

三重町（どんぐり幼稚園）

朝地町（朝地支所）

千歳町（千歳支所）

なった𠮷良さんは、その出会いの数々を「子どもが繋げ

お手伝いができたらいいなといつも思っています。」

へ出張♪

へ出張♪

へ出張♪

てくれたご縁です。」とほほえむ。
豊後大野市で 3 人のお子さんを育て、パートをはじめ

いつも幸せは子どもから。子どもを通じたお母さん
同士の繋がりや家族の幸せをこれからもそっと後押し
する。

２

子育て経験者が週に 1 回、2 時間程度、定期的に約２～ 3 ヶ月間家

タートやしの実」だ。

HOME START JAPAN

幸せはいつも子どもたちから。

子どもを通じたお母さんたちの

「繋がり」をつくり続けたい。

共に考え、寄り添う子育て。

「ホームスタート」という制度をご存知だろうか。研修を受けた

お問い合わせ

豊後大野市子育て世代包括支援センター「きらきら☆」 TEL / 0974-22-1021（直通）

３

温かな食卓や学び場を提供し、地域の子どもや家庭を応援したい。

子ども
親

しげまさ子ども食堂

2016 年に任意団体としてスタートし、2018 年から
ＮＰＯ法人として運営している「しげまさ子ども食

いろんな世代の子どもたちや地域の大人が交流しなが

堂ーげんき広場ー」。津久見市出身で 3 人の息子さん

ら演劇やプレゼンテーションを通じて、自己肯定感や

を育ててきた首藤文江さんが夫や地域の人と一緒に運

コミュニケーション力を育てている。

営をしている。

の居場所が

地域が HOKORI ひろがるこどもプロジェクトでは、

「地域の子どもを応援する」という想いに賛同した

「しげまさ子ども食堂」では、①子ども食堂②中学生

地域のサポーターと一緒に、地域の子どもたちが日々

対象の無料学習支援③プレイパーク（自由な遊び場）

おなかいっぱいにごはんを食べて遊んで学び、自分自

④地域が HOKORI ひろがるこどもプロジェクトの４

身で選択する日常を送ることができるよう見守り支え

つの活動を軸に運営しており、「地域の子どもや子育

続けている。

て家庭を応援したい」と熱い想いで活動している。
子ども食堂では、地域のサポーターが提供してくれ

あるまち、
豊後大野。

る野菜などを使ってメニューを考え、作った料理を一
緒にワイワイ食べることで、子どもたちに「食卓」の
記憶を楽しくて嬉しいものとして残したいと願って実
施する。

お問い合わせ

shigemasakodomosyokudou3@gmail.com

豊後大野市には、公的な子育て支援の施設以外にも子どもや親の居場所づくりをしている場所があります。そんなスポットには、たくさんの「想い」があふれていました！

遊びながら子どもの「生きる力」を身につける工夫がたくさん詰まった場所。

マナビハウス遊学カフェ

一人ひとりの軸を大切に「自分のこたえを創る」フリースクール。

を着たり脱いだりする時に必要な動きと同じ。子ど
もたちは日常生活でのスムーズな動きを、遊びを通

ここのね自由な学校

じて身につけていくのだ。

い、その子の軸に合わせて学びをサポートしていく。
強制的な授業や宿題などは設けず、子どもの「やっ

マナビハウス遊学カフェは、子どもをお迎えに来

てみたい」や「不思議だな」と思う好奇心を学びのきっ

た保護者たちが交流する場所にもなっている。また、

かけとして、自ら判断し、選択し、行動していくカリ

当館内で子どもたちへお弁当代行をしているスタッ

キュラムを実践していく。3 人は同時に、ここのね自

フも小中高の子どもを持つ母親たち。お弁当作りを

由な学校のような、子どもたちが自ら学ぶ環境を選べ

しながら日頃の子育てについての悩みや情報を共有

る学校が増えることを願っている。「選択肢の一つと

する。また今後、高齢者のための「見守り弁当」サー

してここのね自由な学校を選んで入学してくれた子ど

ビスを行い、子どもから高齢者まで多くの地域の人

もたちが、のびのびと学んでいくサポートをし続けた

が交わり支え合う場を展開していく予定だ。

い。」と 3 人の想いは熱い。また、子育てに関する講

子どもにとって「からだ」や「こころ」の発達に

座や勉強会を設け、子どものみでなく、保護者の学び

豊後大野市犬飼町にある「マナビハウス遊学カ

必要な経験が詰まった遊び場でありながら、親たち

フェ」は、「あそび × まなび × くうかん」をコンセ

の居場所にもなっているマナビハウス遊学カフェ。

ね自由な学校」は、2019 年 8 月末に青空学校とし

プトとし、誰でも自分を表現しコミュニケーション

「みんなで子どもを育てて支えあう」地域を目指し、

てスタートし、2020 年 6 月から大野町の旧酒蔵を

学中。開校日は月曜から水曜日までの週 3 日だが、

リノベーションして開校している。

2021 年 4 月以降から平日 5 日間の受け入れを計画し

できる場として、2017 年 6 月にオープンした。
代表である宇野功二さんは一児の父でありながら

自身も父親の立場としてお母さんたちをサポートし
ながら宇野さんはより良い空間づくりに励み続ける。

豊後大野市大野町にあるフリースクール「ここの

この学校を運営するのは、秋篠奈菜絵さん、山下

作業療法士。その視点を活かして、子どもの体の発

浩二さん、山下百華さんの 3 人。実は 3 人ともそれ

達を考えた工夫をちりばめた空間をつくっている。

ぞれ熊本県、東京都、岡山県からの移住者。それぞ

例えば館内にある 2 階へ行くためのはしごスペー

れ縁のあった豊後大野市で意気投合し、子どもの学

ス。ここには 30 センチ四方にくりぬかれた穴がある。

び場をつくるため多くの話し合いを経て地道に学校

この穴をくぐり抜けるには肩を入れてから頭を通す
という動作が必要だが、この全身を使った動きは服

４

たしのこたえを創る」。一人ひとりの子どもと向き合

の場ともなるよう今後も場づくりを進めていく。
2020 年 11 月現在、6 歳から 18 歳までの 7 人が通

ている。

写真

をつくりあげてきた。
お問い合わせ 097-507-5046

inukaijidoukan@gmail.com

そんなここのね自由な学校が掲げている理念は「わ

お問い合わせ

kokonone.school@gmail.com

５

お試しで

「ぶんごおおの暮らし」してみませんか？

令和二年十月二

十九日︑朝地町の

牟礼鶴酒造さんの

お座敷にて︑﹁子

育て移住ママ交流

会﹂を実施しまし

た︒移住して子育

てをする時の大変

さや悩みなど︑同

提案

じ境遇のみなさん

共有で名言が誕生⁉
で共有してもらい

移住の

ました︒

子育て移住
ママ
交流会

子育ての悩みや情報についての

豊後大野市への移住をお考えの方に、一定期間、自然に恵
まれた地域の住宅で田舎暮らしを試していただくよう、豊後
大野市お試し滞在施設「緒方町大化の家」があります。
当市の気候や風土を体感したり、日常生活の状況を実際に体
験したり、就職活動や住宅探しの拠点として体験施設を利用

頼る人もおらず、子育てが辛いと感じてし
まうこともありました。」
そう話すのは 12 年前に豊後大野市へ移住
し、小学生の娘さんが 2 人いる参加者。農
業を経営する傍らの子育ては相談する相手
も周りに少なくなる。
「子育て支援センターみたいな場所が当時
周りにあったらよかったなと思います。」そ
う笑顔で話した。
「そうそう。少しだけでいいから掃除と子ど
もの相手を変わってほしいと思う時ありま
すよね。」そんな声があがり、「ルンバ（掃
除ロボット）とおばあちゃんが一番ほしい
ですよね。」という声に一同が共感とほっこ
りとした笑いに包まれた。

甘えること︑逃げることも大事！

一番欲しいのはルンバとおばあちゃん︵笑︶

「移住してきたばかりのころ、知り合いも

できます。インターネット環境もありますので “お試しテレ
ワーク移住” の体験も可能です。

「結婚記念日には、必ず夫婦二人だけの

昔ながらの木造平屋建ての “お試し滞在施設” で、地域の

時間を作りたくて、子どもたちを預けて出
かけるようにしています。」そう話すのは 3

人と交流しながら実際に「ぶんごおおの暮らし」を体験して

歳と 6 歳の息子さんを育てながら農業経営

みませんか？

をしている参加者。「幸いなことに、ご近
所さんで『豊後大野市の両親』のような存
在の方がいらっしゃって。思い切って子ど
もの面倒をお願いして甘えちゃうこともあ
ります！」
それ大事！と共感の声があがる。
「それ最近すごく思います。頑張りすぎ
て疲れちゃうと、結局子どもに必要以上に

● 広々とした日本家屋の平屋！
● 移住サポーターや地域おこし協力隊が、滞在中の暮らしをサポートします！（希望者のみ）
[ 利用対象者 ]
大分県外に住所を有する方で、豊後大野市への定住を検討されている方

[ 利用料 ]

怒ってしまったり…。時には逃げたってい

1 日 1 家族 1,000 円

いんだと思えることが心の余裕に繋がって

※水道、電気、インターネット利用料金が含まれています。

いるような気がします。」U ターンで 2 人

[ 利用期間 ]

の娘さんを育てる参加者の話に、全員が大

1 日から最大 10 日まで利用可

きくうなづいた。

※1 泊利用で 1 泊 2 日となり、2 日利用という計算となります。
[ 設備 ]
インターネット (Wi－Fi) 利用可、駐車場 3 台
[ 備品 ]
冷蔵庫、洗濯機、エアコン、扇風機、テレビ、掃除機、電子レンジ、

移住に関して
豊後大野市役所まちづくり推進課
地域振興係（内線 2445）
0974-22-1001

子育て支援に関して
豊後大野市子育て世代
包括支援センター「きらきら☆」
0974-22-1021（直通）

ご参加
いただ
いたみ
ありが
なさん
とうご
ざいま
した♪

お母さんもキラキラ
夢を持って生きたい︒

お問い合わせ

炊飯ジャー、IH コンロ、ドライヤー、食器類、キッチン用品、
参加者の中には、2020 年の 5 月末に豊後大野市へ移
住してきたばかりの方もいた。「いま一番の夢は仕事を
することですね。1 歳の娘は可愛いんですが、家にこもっ
て誰とも話さない時間が続くと辛いと思うこともあるん
です。」そう心境を語った。

シャンプー、ボディソープ、洗剤、タオルなど
[ お問い合わせ ・ご予約について ]
豊後大野市役所まちづくり推進課 地域振興係 0974-22-1001( 内線 2445)
※電話にて仮予約後、利用申請書を提出していただき本予約となります。

一方で 3 歳と 5 歳の女の子を持つお母さんはある夢を
描いていた。「私はそんなお母さんたちが子連れ出勤で
きる職場環境をつくりたいとちょうど思っているんで

お試し滞在モニター

す。」思わず意気投合したお 2 人にみなさん拍手喝采。
お試し滞在施設についての

一気に和やかな雰囲気へと包まれた。

詳細情報は、右の QR コー

「お母さんが夢を持ってワクワクして生きていると、

ドまたは「豊後大野市移住

子どにも生き生きとした雰囲気が伝わると思います。」

定住ポータサイト」で検索

「やっぱりお母さんもキラキラして生きていきたいです

を！ 「お試し滞在モニ

よね！」そう参加者たちの笑顔がはじけた。
小林孝徳さん、希望さん、

篠原真由美さん

る。その秘訣は、同じ気持ちを共有しあえたり気軽に話

ゆめちゃん

東京都台東区より

し合えるコミュニティにあるのかもしれない。

東京都台東区より

2019 年 11 月下旬滞在

子育てを楽しみつつお母さんたちも自分らしく生き

2019 年 11 月中旬滞在

６

お試し滞在施設に宿泊いただきました♪

ターレポート」も是非ご覧
ください♪
豊後大野市移住定住ポータルサイト

検索

７

