手をつなご

だより

発行人 特定非営利活動法人手をつなご理事長 千葉 勝惠
発行所 〒177-0045 東京都練馬区石神井台 5-9-6 手をつなごの家
お問合せは、℡0 3- 67 6 7- 25 7 7 Mail : tewotsunago@nethome.ne.jp
URL： http://tewotsunago.ciao.jp/

Ⅴｏｌ．76
2020 年 9 月号
(年 2 回発行)

いるのです。
また、若い頃に読んだ特攻隊員の手記がずっと心に

終戦記念日に
思う
理事長 千葉 勝惠

引っ掛かっていました。悲しい戦争の別の面を別の角
度で知りたかったのかもしれないのです。いくらお国
のためとはいえ、戦争のむごさを知覧から散っていっ
た若者たちへ祈りを捧げたいとずっと思っていまし
た。
昨年、私はケニア訪問から戻った後、10 月 6・7
日に全国童話人協会全国大会（in 鹿児島）へ参加する
ことにしました。知覧が私を呼んでくれたのです。現
地の語り部の「蛍」には引き込まれ涙しました。大会

1945 年 8 月 15 日、第 2 次世界大戦が終結、今

終了後、長年果たせなかった知覧へ一人で出かけまし

年は 75 回目の終戦記念日を迎えました。8 月 6 日・

た。若者たちが死を覚悟で飛行機ごと『日本バンザー

9 日には、広島・長崎に原子爆弾が投下され、日本軍

イ』と、帰りの燃料を持たず、飛び立ち、敵機に突っ

は壊滅し、太平洋戦争敗戦の日となったのです。当時

込んで行ったのです。その出撃の地・知覧も悲しい戦

3 歳だった私は、長崎で 3.2 キロの地点で被爆し、

争の場所だったのです。地元の語り部による「トミヤ

幸いにも後遺症もなく、忌まわしい戦争は過去のもの

食堂の長濱トメさんと兵士たち」の語りに涙を流さず

となってしまいました。現在は練馬区の被爆者の会に

にはいられませんでした。ホタルの里「蛍になって会

所属し、当時のリアルな話を聞くこともあります。25

いに来る！」と、飛び立っていった若者たち・三角兵

歳の時に保育士資格取得後、長崎市松山町(原爆落下

舎・飛行機・遺品等々。たくさん石灯篭が立ち並んで

地点近く)の保育園でアルバイトをしたことがありま

いました。兵士たちを見送ったとめさんは H4 年 4

すが、園庭の地下には犠牲者の骨が…と思いながら、 月 22 日に亡くなられたそうですが、毎年帰ってくる
子どもたちと遊んだ、もの悲しい緊張の日々だったこ

蛍たちと会っていたのかと思います。

とを思い出します。

何故生き残ったのか考えなさい。あなたがすること

小学生の頃、
「原爆の子」
「ひろしま」など、忌まわ

をしなさい。生かされたのだから。

しい当時の話に触れる機会がありましたが、自分の出

鹿児島駅に戻

会った原爆ではなく他人事のように、でもきっと他の

り、長崎に向か

友達とは違った見方だったのではないかと思います。

う夜の高速バ

成人してからは丸木美術館を一人で訪れたこともあ

スの中、言葉が

ります。あまりのむごさに呆然としたことを思い出し

堂々巡りをし

ます。また、長崎の原爆資料館・広島の資料館をも見

ていました。

学、しっかりと記憶しておかねばならないとどこかで

新型ウィル

思っていたのかもしれないのです。目の当たりにした

ス禍の今日も

はずの被爆体験は、理解できないままに体験として記

また、家に閉じ籠り、しなければならないことがある

憶の片隅にあるにはあるが、こんなにもむごかったの

のに、もう少し頑張らなければならないのに、生かさ

かと、大きくなってからの見学の方が心に焼き付いて

れたと言うのに、何もしない自分がいます。

関子ども家庭支援センター
德田 賢太

読む交流会企画
お題 名前の由来

はじめまして。3 月に手をつなごに入りました、德
田賢太と申します。今回「名前の由来」というテーマ
で、少し書かせていただきます。
私の名前は「賢太」という名前で、賢く、太るよう
にという願いがあり、名前が付けられたと親から聞い
ています。子どものころは、名前とはかけ離れた、病
弱で勉強嫌いな子どもで、好き勝手
に遊んでいました。親は子ども

関子ども家庭支援センター

にいろいろな意味をこめ

岡野 みゆき

て、名前をつけると思い
ます。私は、まだ、その経

「岡野さんてみゆきって顔してるよね～」
「それ分かるわかる！」
これは息子の幼稚園の謝恩会で今まであまりお話
したことがない方々から出た言葉。
「私ってみゆきって顔してるんだ？それってどんな

験はありませんが、一生
ものである名前を付けるということは大変重大なも
のなのだと思っています。その時が来たら、本当に悩
むのだろうと思います。
子どもに「自分の名前の由来は何？」と聞かれる時

顔？」

がいつか来ると思います。その時に、こういう意味が

名前の由来と聞いてふとこ

あるんだよと胸を張って言えるようにしたいなと私

の一件が思い出された。

は思っています。子どもの名前の意味を伝えることは、

名は体を表すというが正に

親が子どもに「こういう願い、意味を込めて付けたん

私はそうだったのか・・・。

だよ」と親の思いを伝える機会にあると思います。こ

だが「みゆき」の名の由来は一行

れを読んでる人は、子どもに名前の由来を伝えたこと

で終わりそうなので今回は息子の名の由来を書かせ

はありますでしょうか？子どもにどのように伝える

ていただこうと思う。

のか考えるのもいいのかもしれませんね。

息子の名は「昂征」＝「コウセイ」
「昂」＝「コウ」という字は「日がのぼる」
「たかぶ

関子ども家庭支援センター
立川 信夫

る、意気があがる」などの意味を持つ。
「征」は「まっすぐ」という意味の「正」に「彳」を
組み合わせて、敵に向かって「まっすぐ進撃する」と
いう意味を持つ。

私の名前の呼び方と由来
今年 3 月 1 日から関子ども家庭支援センターの嘱

この二つの感じを組み合わせて人生の困難が目の

託員（事務）として働き始めた立川信夫（たちかわの

前に立ちはだかっても、前に進むたくましさを持った

ぶお）といいます。今年 2 月１１日に区内で開かれ

芯の強い人に育って欲しい、またいついかなる時でも

た「DV・引きこもり・虐待」という講演会に夫婦で

上を向いて、高みを目指して生きて欲しいと願いこの

参加し発言したところ、その場にいた今の職場の方か

名を付けた。

ら、声をかけていただき、そのご縁で現在にいたりま

今現在、自由奔放、言い訳ばかり、寝てば～かり、 す。
だけどちょっぴり優しく頼りになる中学生の息子に

私は東京生まれで、「たちかわ」として今日まで生

ぜひこの名前にふさわしい人間になるよう努力して

活しています。父も東京生まれですが、幼児・少年期

欲しいと願うばかりである。

には現在の広島市安佐北区の親戚の家で育ったそう
です。そこでは、「たつがわ」と言ったと昔教えても

らいました。土地柄で読み方は随分違うものだと、驚
いたことを覚えています。

私の中学生の娘の名前は「あゆ」です。
名づけをする時には、たくさんの候補があり、あーでも

信夫の方の漢字を説明するときには、
「信じるの信

ないこーでもない、あれもいいこれもいいと悩みました

に、夫（おっと）です。
」とか、
「信頼、信用の信です。」

が、最終的には苗字とのバランスを考えて明るく優しい

と言っています。
「夫」と言う字は、

響きのある名前を付けました。

男と言う意味だと母から聞きました。 娘が小さい頃に、なんで私の名前には漢字がないの？
「信」の方の由来については、詳しい

なんで魚の名前を付けたの？と聞かれて困ったことも

説明を聞かないままに終わってしま

ありましたが、あかる

いました。

くゆかいな子に育っ

名前の「信」の由来は、ぼんやりとし

てほしいから「あゆ」

か分かりませんが、いずれにしても、名前負けしない

と付けたんだよ、と伝

ように、努力いたします。どうか、よろしくお願いい

えると納得してくれ

たします。

ました。
あまり期待をかけたり、思いを込めた名前を付けなかっ

貫井子ども家庭支援センター
森田

くみ子

たからか娘はのんびりと育ち、本当に明るく愉快な性格
で毎日楽しそうに過ごしているので、まぁ良かったのか
なと思っています。

「八月一日十時に順調に生まれた。
」義父は八、一、十

それでも、習字の清書の時にひらがなの名前は書きに

を組み合わせて「平」という漢字に見立て、夫の名前を

くいなどブツブツ文句を言われることもありますが、テ

「順平」と名付けた。次に生まれた弟は八月一日生まれ

ストの時はひらがなの方が早く名前が書けるからいい

ではないが、名前の最後に同じく「平」を付けた。

じゃない、と言い返すようにしています。

それが始まりで、我が家と弟家

たまに名前の由来が言えるような名前を付ければ良

族の男子はみんな最後に「平」が

かったかな？と思う時もありましたが、「あゆ」と言う

付く。我が家は二人、弟家族には

名前がピッタリな娘なのでこの名前にして良かった、と

三人。大変なのは義母で、みんな

思う私です。

が集まる時は五人の「平」を呼び
分けなければならない。大抵一
度では正解を言えず、短気だっ

小規模保育園手をつなご石神井台
𠮷田

珠実

た義母はイライラして「もー！」
と腹を立てるのが恒例。ひとりの「平」に向かって三つ

私の苗字の「吉田」は実りの多い「良田」
「肥田」を意

四つの名前を呼び、最後に正解を言えればいいのだが、 味し、佳字を宛てて「吉田」としたもので豊作を願う祈
全部間違っていることもよくある。一番小さかった息子

りが込められています。また、葦が多く自生している田

はおばあちゃんから違う名前で呼ばれてキョトンとし

のことで「葦」が「悪し」に通じることから「よし」と

ていたが、だんだん事情が分かってきて、他の「平」た

読みかえるようになったそうです。私の「𠮷田」の「吉」

ちと同じようにいっぺんに三つ四つ義母が言う中に自

の上が「士」ではなく「土」なのは、主

分の名前がなくても気にせず話をするようになった。

人の祖父が市役所に届けを出す際に

若くして亡くなった義父は、家族の様子を笑って見て

「𠮷」と書いてしまったことから

いたことだろう。その後随分遅れて天国で義父と再会し

「𠮷田」になったと聞きました。因

た義母は、さんざん文句を言ったに違いない。早くコロ

みに、私の旧姓の「松田」は稲作が

ナ禍が収束して弟家族と集まり、思い出話がしたい。

盛んだった日本では「田の神様を待
つ（松）」という願いを込めて水田の

貫井子ども家庭支援センター
齋藤

絵理

近くに松の木を植えていました。そ
こで、近くに松の木がある田という意味で「松田」とい

う地名が生まれ苗字の由来となったそうです。
私の名前の「珠実」は母の夢からつけられました。私
が母のお腹の中にいるときに、母の夢の中に海が出てき
ました。母が海を眺めていると、遠くの方から何かが流
れてきました。母が拾い上げるとそれは丸いヤシの実で

事務局通信

した。その夢をみて母は「たまみ」という名前を思いつ
いたそうです。漢字の「珠実」という字は父が「美」で
は名前負けしてしまっては可哀そうだからと「実」にし
たそうです。因みに、私の子どもの名前は「晴輝」と「美
月」太陽と月です。

あいあいあい東大泉
柳

真由奈

2020 年度定期総会のご報告
令和 2 年度通常総会を開催しました。
（５月３０日）
新型コロナウイルス感染症の影響により、委任や書面

6 月生まれのメイ
我が家の次女の名前は「メイ」といいます。
妊娠中、当時幼稚園児だった長女は「となりのトトロ」
が大好きで、
「妹だったらメイちゃんがいいなぁ。
」と言
い出しました。予定日も 5 月でちょうど May だなぁと
思い、
「いいねぇ。サツキちゃんみたいな優しいお姉ち
ゃんになってね。
」と答えてしまいました。
それから数ヶ月経ち、お腹の子は女の子だとわかりま
した。すると長女が「じゃあメイちゃんで決まりだね！」
・・・ではせめて漢字だけは少し凝ったものにしよう
と一生懸命考え、納得のいくものに辿り着きました。長

表決による出席をお願いするという今までにない総会
の開催になりました。
議題は役員の改選であり、賛成多数で議決されました。
なお、岩瀬康子理事、竹内荘司監事は、任期満了によ
り勇退されました。ありがとうございました。
また、総会後の臨時理事会で理事長・副理事長の互選
を行いました。
正会員数

１３２名

出席会員数 １０９名（出席８名、書面表決２４名、委
任７７名）

女の「サツキちゃん」としての張り切りぶりも高まり、 新役員
あとは元気に「メイちゃん」が生まれてくるのを待つだ

理事長：千葉勝惠、副理事長：平井紀代子・桑代惠子

けでしたが、予定日が近づいても一向に生まれてくる気

理事 ：浦山恵美子・後藤律子・塚越典子・野田友子・

配がありませ
ん。

林真未・細谷美保子・児玉紀世子（新任）
監事 ：尾崎九一・船場章法（新任）

そしてそのま
ま 5 月が過ぎて
いきましたが、
今さら他の名前

保育サポーター講習会・交流研修会中止の
お知らせ

なんて考えられ

新型コロナウイルス感染症が拡大している状況を受

ないし・・・May

け、参加者および関係者の健康・安全面を第一に考慮し

じゃないけど「メイ」でいこう。

た結果、今年度は保育サポーター講習会および保育サポ

こうして予定日から 9 日後、
ようやく誕生しました。

ーター交流研修会の開催を中止することにいたしまし

そんな次女も、早いものでもう小学校高学年。ちょっ

た。参加ご希望の方ならびに保育サポーターの皆様には

ぴり頑固なところは、
「メイちゃん」に通じる点がある

申し訳ございませんが、ご了承いただきますようお願い

気がしています。そして、いつも自分のペースを崩さな

申し上げます。今後の開催予定につきましては、改めて

い姿は、
「メイだけど May じゃなかった」というエピソ

ホームページ、LINE 等でご案内させていただきますの

ードを度々思い出させるのでした。

で、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

