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すべての人が「住みなれた地域で共に学び・共に働き・共に暮らす」ために

―

今年のプロ野球

―

文：橋本

和憲

題字：北川 みずき

今年のプロ野球は緊急事態宣言の関係もあって試合が 9 回までで打ちきりと
なっています。なので引き分けの試合が凄く多くなっています。テレビの解説
を聞いていると引き分け試合が多いのは巨人と西武、そしてソフトバンクだと
知りました。9 回までだと押さえのピッチャーとか早めに出せるから凄く良いな
と思います。今年は引き分けが多くなっているので最終的な順位がどういうふ
うに決まるのか楽しみです。
今年のセ・リーグは今のところ 1 位が阪神かなと予想しています。なぜなら
ルーキーの佐藤輝明選手がホームランを多く打ち、阪神を引っ張っているから
です。2 位は巨人だと思います。最初は弱くて優勝争いには絡んでこないのかな
と思っていましたが見ているとピッチャーも良いし、バッターも不振からだい
ぶ戻ってきたので 2 位に入ってくるんじゃないかなと予想しました。
野球は面白いですが、引き分け
試合は何となくスッキリしない
から勝ち負けはっきりした試合
が見たいです。
書：「イッツ ショータイム」
蓮田太陽の里 大地：嶋 修二

●「はあとねっと輪っふる」は、埼玉トヨペット本社ビル
１F ショールーム内（無償提供）にあります。
●「はあとねっと輪っふる」はその理念に賛同し、参加
している各団体の中から選出された委員で構成され
る運営委員会により運営されます。
輪っふるへのアクセス
●ＪＲ埼京線「北与野駅 南口」より徒歩 1 分
改札を出て右方向へお進みください。
●ＪＲ京浜東北線・宇都宮線・高崎線
「さいたま新都心」より徒歩１０分

発行元：はあとねっと輪っふる 発行責任者：轟 和宏 TEL：048-859-4130
住所：〒338-8508 さいたま市中央区上落合 2-2-1 埼玉トヨペット本社 1Ｆ
Mail：heartnet02waffle@hotmail.com ＨＰ：http://saitama-toyopet.net/
/~waffle/
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認定 NPO 法人 彩の子ネットワーク 第１９回定期総会
「一緒に生きる』の始まりを探そう
認定ＮＰＯ法人 彩の子ネットワーク
去る 6 月 29 日（日）、彩の子ネットワーク第 19 回定期総会を開催しました。
昨年に続き 2 回目のオンライン開催でしたが、皆さんとお顔を合わせながらお
話をすることができました。昨年度の事業報告と共に、今年度あらためて大切
にしていきたい思いを、共有させていただきました。
コロナ禍が 1 年以上続いている中で、あらためて、人と人とがつながること、
気持ちを伝え合う機会や場が、誰にとっても必要であることを実感しています。
仕事の不安定さや、生まれる時も亡くなる時もひとりぼっちになる不安を持つ
中で、安心して思えるつながりを、どのようにしたら持てるだろうかと考えて
います。
彩の子ネットワークの前身である、彩の国埼玉子育てネットワークが 1999 年
に発足した時から、子育て当事者の声を大切にすること、他にも声にできない
でいる人がいることを思うことを、活動の根底に置いてきました。子育て支援
といっても、一方的な支援ではなくて、その人がどう生きたいと願っているの
か、そこを始まりに、やりとりしていくことで、その人が自分で思い、自分で
やっていけるようになることを大切にしています。それは、子ども子育てに限
らず、命の始まりから終わりまで、どの人にとっても大事なこと。
With コロナの時代、命を守り合う努力を続けつつ、孤立しがちな今だからこ
そ、互いを支え合うつながりをつくっていくこと、「一緒に生きる」ために、
ひとりで抱えさせないことと
ともに、抱えてしまいがちな
自分をほどいていくことから
やっていきたいとも話しまし
た。
皆様とともに、「一緒に生き
る」ってどうすることなのか、
その始まりを探していきたい
と思います。今年度もよろし
くお願い致します。

「つながることを、あきらめない」を皆さんと！

NPO 法人彩の子ネットワーク 〒362-0017 埼玉県上尾市本町 2-13-8 根貝戸団地 1 階
TEL：048-770-5272 FAX：048-770-5270 e-mail office@sainoko.net
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ネットワーク合宿（分離型・日帰り１日目）並木

理

ネットワーク合宿日帰り 1 日目を 2021 年 6 月 8 日（火）13 時 30 分～17 時
浦和パルコ 9 階の浦和コミュニティーセンター第 15 集会室にて開催しました。
参加者は少なく、約 30 名の参加でした。
第１部は映画で「男たちの旅路車輪の
一歩」を見ました。親御さんや当事者や
周りの人が強く暮らしていって欲しいと
願っているところとかは、すごく共感が
できました。
第２部は、今年の総合県交渉に向けて要望書検討作成の段取りなどを、決め
ました。章立ての柱は『さべつ・じんけん』
『はたらく』
『きょういく』
『くらし
＆まちづくり』に。要望は各章立て柱ごとに 10 個ぐらいに絞ることになりまし
た。くらし＆まちづくりは一緒になったので、要望は 15～20 個ぐらいとなりま
した。そして各章立ての柱の呼び掛け人を決め、さべつ・じんけんは田名部さ
ん、はたらくは山下さん、くらし＆まちづくりは下重さんと吉田久美子さん、
きょういくは関さんになりました。各要望書の締切りは 7 月 5 日(月)で、7 月 8
日(木)のネットワーク合宿日帰り 2 日目の時に仕上げることになりました。
くらし＆まちづくりの要望書検討会は、6 月 16 日(水)Zoom で、1 回目がおこな
われ、2 回目の要望書検討会は 7 月 1 日(木)に Zoom でおこなわれました。
さべつ・じんけんの要望書検討会は、6 月 29 日（火）13 時 30 分～16 時 30 分
浦和パルコ 9 階南ラウンジＡテーブル・Ｂテーブルでおこないました。

今年の総合県交渉の要望書を 7 月 15 日(木)
埼玉県に提出し、8 月 26 日(木)に向けて動いています！
3

2021/07/22 発行

こんにちは。≪とどさんトーーク≫の轟です。
今月の一言は「将来就きたい職業 就かせたい職業」です。株式会社クラレが
「ランドセルは海を越えて」キャンペーンにご協力いただいた、今春小学校を
卒業した子どもとその親を対象に「将来就きたい職業」と「就かせたい職業」
のアンケート調査をおこないました。男の子が就きたい職業の１位はスポーツ
選手で以下研究者、教員と続いており、ユーチューバーが昨年の 16 位から 4 位
に入りました。女の子が就きたい職業の 1 位は看護師で以下教員、保育士と続
いて、芸能人・歌手・モデルは昨年の 14 位から 8 位に順位を上げており、その
内訳は声優が 48％と半数近くを占め、人気アニメ「鬼滅の刃」など多方面で活
躍する声優に憧れる女の子が増えているようです。
親が就かせたい男の子の職業は昨年に続き公務員が１位でしたが、会社員が
昨年の 7 位から順位を上げて 2 位に入り、親の安定志向がさらに高まったと考
えられます。女の子の親が就かせたい職業は昨年同様 1 位看護師、2 位公務員で
した。3 位には医療関係、4 位には薬剤師が入り、子どもと同じく医療職が人気
となりました。
新型コロナウイルスにより自宅で過ごす時間が長くなった生活様式の変化が
影響し例年とは少し違う順位なのかも知れませんが、女の子の方が将来「社会
の役に立つ仕事に就きたい」と思う気持ちが強いように感じました。

7 月･8 月･9 月の予定

08/26(木

2021 総合県交渉 1 日目 10:00～16:30
埼玉会館

07/27(火

障害者雇用研究会
10:30～11:30
（Zoom によるオンライン研修）

07/29(木

第 2 回埼玉企業部会
14:30～17:00
カルタスホール第 3･4 会議室

09/01(水

08/05(木

輪っふる世話人会
18:00～20:00
（Zoom によるオンライン開催）

第 3 回埼玉企業部会
14:30～17:00
カルタスホール第 3･4 会議室

09/06(月

08/08(日

はあとねっと輪っふる事務局夏期休暇
09/09(木
※08/16(月)まで

2021 総合県交渉 2 日目 13:30～16:30
県民健康センター

08/18(水

2021 ちんどんパレード 14:00～
さいたま市役所東広場集合

赤ちゃんサロン
10:00～12:00
（Zoom によるオンライン交流を予定）

赤ちゃんサロン
10:00～12:00
（Zoom によるオンライン交流を予定）
輪っふる世話人会
18:00～20:00

【お知らせ】新型コロナウイルス感染拡大防止の為、各イベントを中止する場合がございます。
何とぞご理解のほどよろしくお願い申し上げます
※毎週金曜日は埼玉トヨペット(株)配車センター・一平蓮田工房・浦和サービスセンターにて、
毎週土曜日は埼玉トヨペット本社ショールームでパン販売をおこなっております
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