
2013年 8月 24日 お父さんリーダー育成講座 京都ひと・まち交流館にて 

小崎恭弘先生講演 

「なぜ男も子育てなのか？」① 

 

日本初？！お父さんプロジェクトリーダー育成講座 

 皆様おはようございます。神戸常盤大学、それからファザーリング・ジャパンで副代表

もやっております。小崎と申します。今日はどうぞよろしくお願いいたします。 

 今日はお父さんのプロジェクトということで、こういうお父さんプロジェクトのリーダ

ー養成って実は日本で初めてなんです。今日がたぶん日本の歴史上、僕の研究の中では一

回も見たことがないんで、栄えある一回目です。今日あかんかったら二度とでけへんとい

うかね、日本の文化が勝っちゃうかなと思うので、いいものにしたいと思います。 

僕は色んな所で父親関係のプログラムとか父親の学校とかやってるんですけど、お父さ

んたちの集まりとお母さんたちの集まりの大きな違いってなんでしょうか。この段階であ

ります。まずね、しゃべらへんのですよ。ママたちの集まりこの段階でどんだけやかまし

いか。ごっつい仲良うしゃべってるから、「知り合いですか。」「いやいや、ここで知り合っ

たんです。」言うてしゃべるんです。で、男性、僕もそうなんですけど、隣の人に話しかけ

るとか、すごく苦手なんです。一番何がしんどいかと言うと、横に誰が座っているかわか

らんしんどさ。ちょっと簡単に自己紹介だけ、お名前とお父さん方は自分のお子さんの年

齢とかお話しいただけたら非常にありがたい。各テーブル毎に僕に一番近い方、ちょっと

手を挙げて貰ってもいいですか。ぐるっと時計回りに簡単にお名前と自己紹介。トントン

トンといってもらって結構。はい、よろしくお願いします。 

【各テーブルごとに自己紹介】… 

この雰囲気見てると僕の話いらんかなと思うんですけど、仕事しましょ。僕の自己紹介

もさせていただければと思います。 

 

自己紹介 

  



子どもが 3人、僕も父親しておりますけれども、高 3・中 3・小 6なんで、正直パパの

子育てで色んなところでやってるんですけれども、パパいう感じでもないんですけどね。 

それから、元々兵庫県西宮で保育士をしておりました。育児休暇を 3 回取りました。育

休取った方おられます。どれぐらい取りはった。「2 ヶ月」僕もおんなじぐらいですね。周

りでなんて言われました？「大丈夫？」僕も西宮市で勤めてた時、長男・次男・三男とっ

て、あと、西宮市で育休そのあとどれぐら取ってんのかと思って見たんです。「男性の育児

休暇取得 3 人」って書いてて、3 人おんねやと思って。よう見たら、僕の長男・次男・三

男でしたからね。行政のデータなんかそんなもんです。 

それから大学で児童福祉を教えております。父親研究をしてます。あんまりやってる方

いないんですけれども、今日院生の方とか大学生の方、研究されてる方お話できたらと思

います。それからファザーリング・ジャパンていうところの副代表をしております。 

これうちの奥さん○○ちゃんっていってべっぴんさんなんです。結婚 21年、すっごい未

だに大好き。ただ、残念なことに僕がこんなに好きなのに向こうはそんなに好きではない

という。永遠の片思いの方がええかなと思います。 

うちの子、□□、△△、××、男の子 3人です。男 3人の方っておられます。あ、男 3

人。ちなみに何歳何歳何歳、聞いてよろしいですか。「小学校 3年と 2年と幼稚園年中。」

ちょっと小さいですね。お米 1日どれぐらい炊きはります。「だいたい 4合ぐらい。」４合

ぐらい。皆さんどれぐらいですか。そんなもん。うち朝 5合、夜 5合。1日 1 升、10日

で１斗。月 3斗。お米ってね、１日 1升超えた時点からご飯じゃなくエサ。（フロア笑）も

う本当にえらいことになる。身長僕より高くなってますね、上 2 人。そう思うとやっぱり

父親の育児って、例えば昔の本とかでお父さんの役割って思春期に出てきてガツンと言う。

未だに書いてる本あるんですけど。まあ、それも１つの役割かもしれませんけど、僕らNPO

ではやっぱり、父親の育児っていうのは『我が家のプロジェクト X』という言い方をして

います。小さいうちから関わっていって、昔は結婚して子どもが出来ればそのまま家族や

ったんですけど、今はやっぱり家族を作る意識っていうのが、まあ、反対に言うと子育て

がすごく困難になってる部分があるんかなーって思ったりもするんでね。是非、子育て楽

しんで、一緒に楽しみたいと思います。 

 

アイスブレイク パパ検定にチャレンジ！ 

 で、えーっとアイスブレイクをしろというのを２日前にメールで来まして。ちょっと遊

びたいと思いますが。何かというと、えーこの後、父親の育児の話をするんですけど、お

父さんが育児ができへん色んな理由があって、ひとつは『子どものことよーわからん。』ち

ょっと、大学生に聞くね。今までにおしめ換えたことがある人、手挙げて。お、ちなみに

なんで。「幼稚園に行ってたんで。」あ、実習とかで。「遊びに行ってた。」遊びに行ってた。

え、ちょっと変態やん。大丈夫？（フロア笑）「卒園生で。」あ、卒園生で。君はなんで？

「いとこの子どもの。」あ、そうやね。まああのー、今大学生、僕は保育士養成してるんで



すけど、おしめ換えたことがある人 3 割ぐらいですわ。で、考えてみたら彼女たちが母親

になって、今いる大学生って、このまま父親・母親になったとき、1 回もおしめを換えた

ことがないママ親になっていく。これがまあ当たり前になっていく。そうなったとき、特

に男性ってほとんどないんじゃないですか。1番最初子どもを抱いたとき覚えてはります。

おーちょっとちょっとやめてくれ怖い怖い怖いって、こんなんちゃいます。これすっごい

不安定で、子どもも親もすごい不安定で上手くいかないんです。そういう経験がないから

父親になりにくいって。つまり、どういうことかというと、この社会には男性が父親にな

っていくプログラムとかツールとか経験とか、そういう場が全くない。それをどうにかし

たいと思って、色んなこと僕らやってます。そのひとつが『パパ検定』ってクイズをやり

ました。これいくつか作ったんで、ちょっとチーム戦で行こうとおもいます。ちょっと話

し合ってください。 

 

第 1問 

妊婦さんが巻く「腹帯」ですが、ある動物にあやかって、 

その日にまくといいとされています。 

さてその動物とは何でしょうか。」 

① 猫 

② 犬 

③ 猿 

④ ネズミ 

 

4択になってます。猫、犬、猿、ねずみ。ちょっとチームで話し合ってください。 

大学生知ってる？この問題、おばちゃんの講演会で出したら、「何言うてんの先生、あほ

ちゃう。」って言われます。当たり前すぎて。 

はい手を挙げてください。1番猫だと思うチーム、2番犬、3番猿、4番ねずみ。 

これはね、正解は 2 番、犬なんです。まあ、犬の出産って『早くて軽い』っていうのに

あやかってるんですけど。これ全国で4年前にパパ検定ファザリングジャパンでやった時、

3割のパパがねずみで間違えてます。でも、中にはねずみやと思った人おらへん。大丈夫。

結構ねずみって子だくさんのイメージないです？やっぱりこれママたちにすると、「ほんま

パパたちが役立たへん。」っていわれるんです。でも、しゃあないでしょ、勉強したことな

いもん。 

 

第 2問 

「明治安田生命の調査によると 2011年のこどもの名前で 

トップだった組み合わせはどれでしょう」 

男の子／女の子 



① 大翔／陽菜 

② 蓮／結愛 

③ 颯太／結衣 

④ 樹・大和・陽翔／杏 

 

えーこれは 2011年の子どもの、男の子・女の子の多い組み合わせはどれでしょう。で、

これね読まれへんのですよ。読み方色々やから。今キラキラネームもありますね。僕の知

ってたんは、アメリカで生まれたんですけれどもね。二宮レイチェルセレナっていう。で

パパはレイチェルとしか呼ばないんですよ。レイチェルレイチェル。けど顔見たらどうみ

ても花子なんですよ。すごいかわいい子やったんですけどね。僕は大好きです。さあ、組

み合わせトップはどれでしょう。自分の息子さんとか娘さん同じ名前の人います？うちこ

れや。自分の名前これっていう人います。え、ちなみに女の子で「なになに子」さん、下

に「子」がつく人手挙げて。ほんとに珍しいんちゃう。お名前は？「○○子です。」「△子

です」。はい。おりそうやなあ。さあ、どれやと思います。トップだった組み合わせ。なん

か芸能人でもよく聞きますもんね。もうちょっと前、2011年です。だから 2010 年やと

思います。これあのー、生命保険が契約者のやつを全部調べて、毎年 1 番多いです。名前

の統計ってあんまりないんですけど、これが 1番。はい、じゃあ 1番やと思う人。あ、そ

このグループね。2番…。3番…。4番…なし。1、3ですね。あ、2011年生まれですね。

全体で 3600。えーっと、多い順でこの通りの順番です。だから正解は 1番です。まあ、

いうても数もしれてるっちゃしれてるんですけどね。名前も流行り廃りがあるかなあとい

う風には思います。 

 

第 3問 

「乳幼児突然死症候群（SIDS:Sudden Infant Death Syndrome）は、 

それまで元気だった赤ちゃんが、事故や窒息ではなく眠っている間に 

突然死亡してしまう病気です。これを予防するために厚生労働省は 

いくつかの方法を示しています。以下の中で、そこにかかれていない 

ものはどれでしょうか？ 

① あおむけ寝で育てましょう 

② 夜は早く寝かせましょう 正かい 

③ タバコはやめましょう 

④ 出来るだけ母乳で育てましょう 

 

はーい、じゃあちょっとこれ知ってますか。SIDS（Sudden Infant Death Syndrome）

って、乳幼児突然死症候群って赤ちゃんが突然亡くなることがあるんです。僕 45 なんです

けど、僕世代ならわかると思うんですけど、千代の富士のお子さんなくなりましたね。あ



れこれです。その赤ちゃんが急に亡くなってしまうんですけど、これはしたら、しましょ

うということを厚生労働省が 3 つ指定しています。で、ひとつだけ違うやつがあります。

仰向けで寝かせましょう、夜は早く寝かせましょう、たばこはやめましょう、出来るだけ

母乳で育てましょう。厚生労働省が勧めていないのはどれ。ちょっと話してみてください。

もうどれをって感じでしょう。なんかなんとなく聞いたことがあるようなね、話を。はい

じゃあ聞いてみたいと思います。はい、1番仰向けて寝かせましょう。2番、夜は早く寝か

せましょう。3番、たばこはやめましょう。4番、出来るだけ母乳で育てましょう。ほーだ

んだんこれね、難しくなってくるんです。 

正解は 2 番。だから、あとは「しましょう」。夜早く寝かせる必要はない。なぜかって、

乳児って実は、夜とか朝の区別ないんですよ。3 時間おきの授乳とか知ってます。パパた

ち大丈夫ですか。ママたちが一番キレるんは『なにしてんねん。はよ寝かせえ。』っていう

あの言葉ですね。僕はあの、僕も育休とってたんでね、奥さん仕事やったんでね。夜はあ

の起きたら、母乳じゃなかった、ミルクあげて、ゲップさせて最後よしよしって。けどな

にやっても、あの寝えへんときってあるんですよ。で、夜中２時に泣かれたら何が不安っ

て、近所に迷惑がかかります。頼むわー言うて、１時間飲ませながら。そしたらうちの嫁

さんが『あんた何してんの。貸しー。』って。「ごめんなー」って言うて、おっぱいガバッ

とあけて飲ます。くーって飲んで、子どもはこてーって寝るんです。で、そこまではいい

んです。そのあと「ふっー。」ってね。この役立たずって感じね。やられたことないですか、

パパたち。あれやられるとパパは辛いなーって。え、ただ 4000人に 1人、ちょっと古い

データですけど全国 150 人くらいの、月 10 人ぐらいの赤ちゃんが亡くなってるんです。

怖いでしょ。けどやっぱり、こういうことって結構ママたち知ってたりするんです。パパ

たち関心なかったら、「そんなこともわからんのか。」って。こんなんやっぱり知っててほ

しなーって。 

 

第 4問 

ソフトバンクは、これまでの出産祝い金を見直すことを発表しました。 

第一子の祝い金は 5万円です。 

それでは第 5子の場合はいくら？ 

① 50万円  

② 100万円 

③ 250万円 

④ 500万円 

 

これちょっとラストでいきましょう。ソフトバンクありますよね。ただこれ主要 4 社で

す。関連会社はちょっと除いて主要 4 社ですけど。これまでの出産祝い金を見直すことを

発表しました。第一子は 5 万円。会社お勤めの方、そんなんありますかね、制度で。僕、



西宮市に務めていたときは、子ども一人 70、000 円貰いました。企業によって違うんで

すけど、ソフトバンク 5人産んだら。5人兄弟のかた、あるいはお子さん 5人おられる方

います。あ、5人。会社ソフトバンクですか？ちなみに、会社そんなんあります。「自営な

んでないです」あ、ないねー。自分にご褒美くらい。じゃあ、5人産んだ時はいくらでしょ

う 50 万、100万、250 万、500 万。ちょっと話し合ってみてください。5 人ですよ。

希望は 500万。そりゃそうやろな。希望言うたらそう。はーい、じゃあ聞いてみようと思

います。1番、50万。あー謙虚やね、1人 10万。2番、100万。1人 20万。ほー。3

番、250万。50万ずつね。4番、500万は、そりゃ希望を込めてね。ちなみにここにお

られるお父さんはいくらくらい。「3番。3番くらいやったら生んでもええかなーって。」あ

ー生んでもええかなー。 

答えは、500万ですよ。そりゃ考えますよね。3人目生まれたとき、次双子やったら 500

万かーってね。だって、学生さんバイト時給なんぼや。例えば時給 1000 円で 500 万貰

おうと思ったら何時間働かなあかんか。そう思うとすごいなーと思うんですけど。じゃあ、

なんでソフトバンクがこんなことをするかですよ。ひとつは福利厚生。ソフトバンク、京

都はすいません僕はわかりませんが、大阪は梅田の東通り商店街の富国生命ビル。おっき

いビル。あそこの 9階、10階ぶち抜きでソフトバンクです。よー儲かってる。あそこにも

講演に頼まれていって、これ使ってる人いるんですかって聞いたら、年間 7、8人使うって。

もうひとつはなにかですよ。これね宣伝広告費なんです。別に僕ね、ソフトバンクからお

金貰ってないけど、今何回「ソフトバンク」って言いました？ソフトバンクにしたらこん

なありあががいことないでしょ。ソフトバンク、今は「プラチナバンド」ですけど、その

前ずっと使ってるキャッチコピーなんでした？ソフトバンク、携帯といえば、「家族割引」

です。「家族」ってことを意識・イメージして。この問題学生に出したらね、うちの学生「え

ーうそ、ソフトバンクええ会社やん。私携帯ソフトバンクにしようかな。」って、えーそん

な単純なもんかって思うんですけど。で、なにがええのって言ったら、「家族とか子どもに

優しい会社なん違う？」。すごいトータルなイメージのブランディングができてるんです。

500万もろうたら、お父さんが犬でも松田聖子と飲める CM になるんやなって言う風に思

います。僕 NTT にも呼ばれて、この問題出したったんです。200人ぐらいおって。200

人水打ったようにシーンとなってね。そのあと NTT の仕事が一切なくなったっていうね。

非常につらいです。まあ、こういう遊びなんですけど、パパたちが楽しく子育てとか社会

とか子ども、家族に意識を持てるようなプログラムを作ったりはしています。こんなもん

でよろしいですか。 

 

イクメンブーム、ファザーリング・ジャパンとは？ 



 

今の話とかも、イクメンブーム、最近イクメンというの。「皆さんはイクメンですか」

と、聞かれた時に何と言いますかね。なかなかまあ難しいんですけど。今、父親の育児

が社会の中で注目を浴びてる。イクメンという言葉がでてきました。これは政府のイク

メンプロジェクトです。内閣府とか厚生労働省とかやってます。うちのNPOなんかも、

かなりこれ関わったりとかしてるんですけど。まあ、単に子育てだけとか、形から入る

男性が多いんです。で、最近は似非イクメンとか偽イクメンっていうのがある。ベビー

カーとか押しておられますかね。お持ちの方もおられるかと思うんですけど。今マクラ

ーレンのベビーカーとかあるの知ってます。あれ 1番高いの 35万とかするんです。街

中で見たことないですか、あの三輪車みたいなの。あと、ランニングできるやつ。バネ

がついてるやつとか。あの 35 万円のベビーカー聞いたときは、「すごくかっこよくて

汚されるのいややから子ども乗せません」ってパパがいたとか。そうなるとちょっとイ

クメンではない。だから、やっぱり主体的に子どもとか育児に関わり楽しむ、ママと一

緒に家族を作っていくには責任とちょっと覚悟みたいなとこが必要かなという風に思

っています。 

 

最近もうひとつ話題になったの。首長さんの育児休暇って話題になりましたよね。日

本で初めて首長で育児休暇取ったの、東京都文京区の成澤さんっていう方です。ファザ

ーリング・ジャパンの本部がここにあって、うちのNPO もかなりプッシュとかしたん

ですよ。面白いのは戦後 60 何年だれも取ったことないんですよ。2010 年に成澤さ

んがとったあとダーッと続いて。関西で言うと箕面市の市長さんとか。それから話題に

なったのは広島県知事ですよね。で、こんときに今どっかの市長してはる方が噛みつき

はったの覚えてますか。「なんで沈む船から船長が一番に逃げんねん」って言い方しは

りましたね。子育ては別に逃げではないと。で、これみて思うのは、やっぱり一つは首

長さんが若くなったと。おじいちゃんおばあちゃんのイメージがすごくあるんですけど、



この人たち 40 代、30 代の方もおられます。で、全員あのファザーリング・ジャパン

の全国フォーラムに来て頂いたんですけど、色々話してみてやっぱりすごく素敵。それ

からもうひとつはね、やっぱり日本の文化って、『一点突破全面展開』です。誰かが「は・

じ・め・の・第一歩」っていうのを踏み出さなくちゃいけない。例えば今日みなさんお

父さんのグループなんですけど、最初「なんでそんなんやんの。」とか「何がおもしろ

いん。」とかって結構まわりが冷やかな気がするんですけど。そこで初めて、最初にや

ること、それからそれが楽しそうで人が集まってくるっていう。そういうことが社会を

変えていくひとつになっていくんと違うかなと思っています。 

 
で、ファザーリング・ジャパンなんですけど、こういうキャッチコピーで。 

「父親が変われば、家庭が変わる、地域が変わる、企業が変わる、そして、社会が変わ

る」という風にコピーをうっておいております。 

 

で、あの FJと一般的に言われていますけど、父親支援事業による「Fathering」の理解・

浸透こそが、よい父親－僕たちお父さん頑張んなさいとかいい父親になりなさい、全然思

ってないんですよ。ただやっぱり一緒にお父さん子育ておもろいから笑わへんって。で、

なぜか。今日はあの、お父さん、あるいは子どもと関わってる学生さんもいるかな。最近、

気になるこどもいませんか。そうです、笑わん子。それから表情がすっごい固い子。僕は

全国の色んなところをまわったり、自分自身が子どもと関わる仕事をしてるんですけど、

ほんっとに気になる子増えてますわ。で笑いって、人間の感情で一番上位の概念です。犬

猫が笑ってくる、あれ嘘、笑わへんからね。人間だけです。反対に言うと、笑えない子ど

もって人間じゃないんです。で、ふと横をみるとやっぱり横でママが笑ってないし、その

後ろでパパが笑ってないし、笑えない。笑いって後天的な学習で、子どもが 4 カ月ぐらい



で「きゃっきゃっ」ってわらっただけで子育て大成功ですよ。それが今できない子どもた

ちのしんどさ。だから、今まで子育てから一番遠かったパパを一緒に笑おうということで、

間のママ、子ども、地域、社会、企業。みんなと笑えるんじゃないかなーという風に思っ

ています。それをボランティアで楽しくやろうってのもいいんですけど、最後に書いてる

ソーシャルビジネスプロジェクトと言うことで、出来るだけ社会に上手く訴えていけるよ

うにしていこう。 

 

例えば、マスメディアとかとか IT とか全国組織とか。かなり戦略的にやっていこうとい

う。ファザーリング・ジャパン、パパたちが育児を楽しもうと言うことで、企業とか行政、

学校地域を巻き込んでいます。そのことによって地域の活性化、男女共同参画とかワーク

ライフバランスの推進っていう。企業も、やっぱり今、より活性化してる人っていうのは

生き生き生きている人なんです。それは女性もそうです。それから今大きいのは児童虐待

とか産後うつ、離婚、DV っていう社会的なしんどさを解決していって、最終的には少子

化とかの歯止めかかればいいなっていう風に思っています。 

 

日本で初めて出来ました、父親支援のNPOです。今すごくたくさんできてます。例え

ば、僕たちも関西の FJメンバーで「ファザーリング・ジャパン関西」っていうのを立

ち上げたりしています。それから広島にできたり、九州にできたりしてます。笑ってる

お父さんを作ろう。今、最初はすごく楽しかったんです。で、1番最初オープニング六

本木ヒルズでやったんです。話題性を作ろうって。そのころ言われたのは「あんたらエ

リートお父さんやろ。育児を楽しめる環境にいる人たちでやってんねやろ。」すっごい

批判を受けました。バッシングを受けました。メールなんかもきたり、誹謗中傷もたく

さんあったんですけど。それが変わったのは父子家庭のお父さんが入ってきてくれたり、

障害の子どもたちのお父さんが入ってきてくれたり。父子家庭のお父さんとか聞いてた



らすっごい、おもしろいって言ったら失礼なんですけど、仲いいんですけど。今、全国

父子家庭連合会ってのが出来て、そこの事務局長の方なんですけど。で、「どんなんな

ん。」って聞いたら、『いやいや、死ぬほど仕事したんです。』って。新潟で灯油の配送

の所長やってたんです。運転手さんとかが体調悪くなったら穴開けられへんから。穴開

けたら、新潟で冬に灯油が滞ったら死人が出るんですって。『だから、僕運転して行っ

てたんです。』だから 12月は 1 日も休みなく、大みそかに家に帰ったら、奥さんが逃

げてたんです。「どないしたん。」ってきいたら、『タンクローリー乗りながら奥さんを

探したんです。』大変やなー。『仕事し過ぎはよーないですよ。嫁逃げまっせ。』よー聞

いといてくださいね、パパたちね。それから父親たちを支援していく形をしていくと、

社会の中で認めて貰うようになりました。多くは現役のパパなんですけど、それ以外も

母親、それから結婚してない子どもいいひん人とか、それから定年迎えた人たちとかも

たくさん入ってきて、やりたかったとか。で、ママたちは「悲壮」っていうか『自分の

旦那は諦めたけど、私と同じ想いをこれからのママにはさせたくない。』それから、女

性がこれからちゃんと生きてくためには、父親たちの生き方とか働き方が大事やって言

うて、今「マザーリングプロジェクト」っていうのもやったりしています。で、それか

ら東京のメンバーが多かったんですけど、やっぱり東京と地方はちょっと違いますね。

そういう意味では、東京一局のやり方じゃなく地方のやり方を考えようっていう風にい

ってます。 

 

で、事業たくさんあります。ここが父親支援、パパスクール、パパ検定、パパ旅行と

かもしてます。企業とか講演会、調査とかもやってます。えーっと、フレンチトースト

って。『クレーマークレーマー』って映画観たことありますかね。あの父子家庭の。あ

れねパパ、若い頃みてもあんまり僕もおもしろくなかったけど、子ども生まれてから観

てください。4カ所泣けるから。もうボロボロ泣けてくる。あ、子どもを育てるってこ

ういうことなんやなーって。そっから取りました「フレンチトースト（基金）」って、

これ父子家庭のです。それから「ペンギンパパプロジェクト」。産後うつの対策です。

出産した女性の 15～20％が産後うつの症状があるっていうのご存知ですかね。特に

若い子、ぜひ知っててね。これが本当にしんどくて、去年なんかでも兵庫県でも、産後

うつを起因とする児童虐待で子どもが亡くなっている事案が 4 件。うちの家の近所、

歩いて5分のとこで1カ月の子が亡くなってる。ママが衝動的に子どもの首を絞めた。



去年神戸であったのが、所謂フライトアテンダントの人が、自分の実家に帰って、これ

以上幸せで子育てしやすい環境ってないと思います。職業ちゃんと持ってて、おじいち

ゃんおばあちゃんおって、自分の実家で 4カ月の子を殺した。なんでか。旦那との前の

生活に戻りたかった。子どもがじゃまになったって。それはママを責めるのは簡単なん

ですけど、やっぱり背景には産後うつが。これねパパがあんまりようわかってない。フ

ォーラムやったときに、産後うつを経験したママに、パパどうやったって。『パパは私

の事、気を遣って、あれもこれもやってくれたんですけど、全部ずれてる。』って言わ

れてました。『そのずれがうっとうしかった。』と。横でパパ泣きそうな顔してました。

でも、わからへんでしょ。それから今やってるのは児童養護の子どもたち。「社会の父」

として、僕ら同じ父親として頑張ろうっていうので。最近は、「イクジイ」とか育児休

暇を取っていきましょうみたいなプログラムも。だから、父に関するいろんなことをや

っています。 

 

 


