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成員からみた子育てサークルの解散
−サークルの誕生から解散後まで−

品川ひろみ

問題関心

今日，全国各地で多くの子育てサークル(')が活動を展開している。子育てサークルとは，
子育て中の親たちが子どもを連れて集まり，子ども同士遊ばせながら，学習や情報交換を
したり，運動会やクリスマスなどの行事を共同で実施したりするグループであり（厚生省
1999:170‑1),ヴォランタリー・アソシエーション（佐藤1982)の一つであるといえる。
一口に子育てサークルといっても，その活動の目的や形態成員の構成，結成の契機には

様々なタイプがある。それらに対する研究の蓄積は多いとは言えないが，今日では多様な視
点からの研究がなされ始めている。

子育てサークルに関する研究の初期段階といえる90年代前半は，まだ目新しかった子育
てサークルの実態について事例を用いながら検討している（増山1992,原田1993)。その

後，全国各地でサークルが増加するのに伴って，サークルの活動目的や結成契機という視点
からサークルを類型化する研究が試みられる（山本1997,木脇1998,小木2000)。一方で，
この頃からサークルを多様な視点から捉えた研究がみられ始める。例えば子育てサークルを

地域集団として捉えた研究（渡辺2000）や，サークルと育児不安との関連を明らかにした

研究（住田・溝田2000)，母親同士のネットワークに着目して検討した研究（松田2001)
などである。さらに近年では，子育て支援の視点から成員のサークルへのかかわりに注目し
て母親の意識を分析する視点（結城2001)や，サークルの運営上の問題点について検討し

た研究（原田2002)，生涯学習や男女共同参画と絡ませてサークルを見つめる視点（中野
2002，矢澤･国広･天童2003)，社会的サービスの担い手として活動基盤に着目した研究（渡
辺2004）など，多様な視点からの研究がみられる。

そのような中，サークルに対していくつかの共通した問題が浮上してきた。そのひとつが，

サークルの継続性という問題である。子育てサークルには，同じメンバーで長い年月活動を
続けているサークルもあれば，子どもの成長とともに，サークルをいわば卒業する形でメン

バーが入れ替わりながら活動を続けているサークル，子どもの成長とともに活動を終了して
しまうサークルがある。特に近年目立つのは，子どもの成長とともに活動を終了する，すな
わち解散してしまうサークルである。

サークルの解散に関する要因には大きく3つの捉え方がある。まず第1に，サークル運営
(しながわ・ひろみ札幌国際大学短期大学部）
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に関する問題である。原田は，「子育てサークル」は，何も規則がない故に，うまく機能す

ることが難しい実情であることを述べている（原田2002)。さらに小木も，活動の硬直化，
世話役のなり手がいないことでサークル運営が困難になり，結果として解散に繋がることを
示唆している（小木2000)。また渡辺は，サークルの組織体としての基盤が脆弱であるこ
とが活動を継続できない理由だとして，活動を継続させるために外部からの援助にかかわる

条件と運営方法にかかわる条件を導きだしている（渡辺2004)。
第2に，人間関係が根本的な原因だとする捉え方である。藤本は，サークルの解散や自然
消滅について，後継者がいないというリーダーに起因する問題や，活動内容などの意見が合
わないこと，さらに人間関係がもつれて内部対立してしまうことを要因としている（藤本

2003)。また汐見もサークルの継続が難しい理由として中心メンバーがいなくなるなど,内
部のいさかいがそのきっかけだと述べている（汐見2001)。これらは母親同士の人間関係
が結果としてサークルの解散へ結びつくという見方である。

第3に，成員のサークルへのかかわり方が，サークルの解散に影響しているとの見方であ
る。結城は，サークルにかかわる成員の意識には，自らが積極的に活動に参与して行こうと

いう意識（｢共同性志向｣）と，サークル内の雰囲気を重視しながら，自らの行動を全体の歩
調に合わせようとする意識（｢関係性志向｣）があり，成員はその意識に影響されサークル活

動に関っていると述べた(2)。そしてメンバーへの「気遣い」やサークルでの関係が同調的な
行動を求めるものであった場合には，サークルに不満を感じ，やめたいと希望する可能性が

高いことを示唆したのである（結城2001)。このようにサークルの解散に関する議論には
複数の見方が存在する。

1．課題の設定

先行研究では子育てサークルの解散について多様な要因が論じられてきた。しかし，それ
らの要因は個別に検討されることが多く，要因間の関連性についての検討が不足している(3)。
サークルが解散に至るメカニズムを探るためには，運営の問題や，成員のサークルへのかか
わり方，成員間の関係を複合的にみていく必要があるだろう。

また先行研究における分析の視点は，母親の意識や行動を中心したものが多い。だが子育
てサークルの参加単位が母親個人ではなく，母親と子どもという母子単位であることを踏ま

えれば(4)，子どもに対する視点は不可欠である。
さらに既存の研究における問題点として，サークルの解散をネガティブな現象として捉え
ていることがある。それは子育て支援といった目的に基づいてサークルを活性化するために

はどうすべきかを検討しているからである。しかしそれは，いわば社会の側からみた解散で
あり，成員が解散をどのように捉えているかという成員側からみた解散についての研究はみ
られない。

これらの点を踏まえながら本稿では次のような2つの課題を設定する。1つ目は，サー
クルの解散にはいかなる要因が影響し，それはどのように関連しあっていたのかをあきらか
にすることである。今ひとつの課題は，サークルの解散は成員にとってどのような意味をも
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っていたかを検討する事である。

これら2つの課題をあきらかにするためには，子どもの成長発達に注意しながら，サー

クルの結成から解散，さらに解散後までの時間的な変化を踏まえた調査を行い，対象サーク
ルの生成，展開過程それぞれにおける意識や社会関係の総体にも留意して分析をすすめる。

2．調査の概要
先の課題をあきらかにするために，本稿では一つのサークルの成員を対象とした継続的

な調査を行った。対象とするサークルは，札幌市N保健センターの母親教室を契機に2000
年2月に結成されたZサークルである。札幌市では，行政による子育てサークルへのサポ

ートを比較的早い時期から行っていた(5)。そのため市内で活動するサークルの総数は比較的
多い(6i・札幌市によればサークルの登録数は,1999年度の722サークルをピークに,2002
年度の末にも419のサークルが活動の登録をしている。しかしサークルの継続年数をみる

と，長年活動している例はそう多くない。ほとんどのサークルは，誕生しても数年で解散し
ているという現状である。現に2000年12月の調査当時札幌には592のサークルが存在し
ていたが，その2年後である2002年度末に調べてみると,419と減少しており，そのうち
2000年当時から継続しているサークルは僅か151サークルであった。つまり2年程度の

年月の中で継続していたのは4分の1程度（25.2％）ということになる(7)。このことからも，
多くのサークルが数年の活動を経て解散していることがわかる。

本研究の対象であるZサークルもそれらと同様に，結成後3年ほどで解散している。し
かしその3年の期間で実に多様な活動を展開してきた。

本サークルへの調査は，2000年12月に札幌市全域で活動する子育てサークルを対象と
した質問紙調査を始めとして,2001年7月にはリーダー含めた成員4名に対する面接調査

や，サークル活動の観察などを行った。その後，2002年9月〜10月には16名の成員中，
14名に対する面接調査を,2003年6月から翌年3月までは解散後の元サークル成員10名
に対しての面接調査行った。時間は,それぞれ概ね1時間〜2時間程度,場所は対象者の自宅，
公共施設託児ルーム付の飲食店等でおこなった。

3．成員の属性
Zサークルは結成当時，大人23名，子ども23名の成員数であった。だが，家族の転勤や，
成員自身の仕事復帰などを理由に減少し，解散当時の大人の成員は16名ほどであった。反
面子どもの成員は第2子の誕生があり27名と増加していた。

成員の属性をみてみよう（表l)｡2002年の調査当時，対象者の年齢は,26歳〜37歳
で平均31.8歳。成員の配偶者である夫の年齢は30歳から44歳で平均33.3歳であった。

子どもの年齢は，長子はすべて3歳また，サークル加入以降に誕生した第2子が8名いる。
男女別では第1子が女児5名，男児9名，第2子は男女とも4名ずつであった。家族形態
は核家族が10名,3名が夫方の祖父母と同居,1名が妻方の祖父母と同居であった。
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性

妻学歴・初職

妻ライフプラン

夫年齢・職業

短期大学i事務従事者

結婚･退職

44i事務従事者

専門学校｜専門・技術

特に考えなし

381事務従事者

短期大学i専門・技術

結婚･退職

33i事務従事者

高等学校I事務従事者

結婚･退職

331販売従事者

短期大学iサービス

結婚･退職

361専門・技術

専門学校｜事務従事者

妊娠･退職

321販売従事者

大学｜専門・技術

妊娠･退職

331専門・技術

専門学校｜事務従事者

結婚･退職

361事務従事者

専門学校｜販売従事者

結婚･退職

351専門・技術

高等学校｜事務従事者

特に考えなし※

391販売従事者

大学｜事務従事者

一生続けたい

331事務従事者

大学I専門・技術

妊娠･退職※

391専門・技術

専門学校1専門・技術

結婚･退職

35i保安職業

高等学校1事務従事者

特に考えなし※

301事務従事者

辮女一女男男女女男男
別２ ０１００１１１

齢男女男男男男男女女女男女男男
子３３３３３３３３３３３３３３

年：：⁝｜⁝⁝：：；：：⁝：⁝⁝：⁝：：⁝：⁝⁝⁝：：；⁝：：⁝⁝：⁝；・⁝：⁝：

術

職職職職職職職職職職職職門職職
齢無無無無無無無無無無無專無無

ＡｌＢｌＣｌＤｌＥｌｌＦｌＧ｜ＨｌＩｌＪｌＫｌｌＬｌＭｌＮ

妻師一釦訓詔弛詑釧剥誕鋤認調妬釦

(表1）属性

｢妻ライフプラン」の※は退職時の継続願望あり

成員の職業は1名だけが專門・技術的職業（ピアノ講師）に従事しているが，ほかは無職
すなわち主婦專業である。

そのような彼らのサークルへの加入動機をみてみると，「知識や情報がほしい」「子どもの

友だちがほしい」というものが多く，次いで「母親の友人がほしい」が続く。他には「子ど
もを遊ばせたい」「悩みを解消したい」がサークルへの加入動機として選ばれており，子ど
も同士の友だちを求めているだけでなく，初めての子育てで不安なために，子育ての情報や

自分自身の友達を求めている。つまり「子どものため」と「母親自身のため」という目的の
ためにサークルに加入したことがわかる。

4.Zサークルの活動

そのような加入動機を持つ彼らは，実際にどのような活動を展開していったのだろうか。
また，それらの活動を成員はどのように受けとめていたのだろう。ここでは結成時から解散
までを4つの時期に分類して，母親と子どもそれぞれの活動に留意しながらみていこう（表
2
)
。

1）サークル初期く誕生〜1歳前後〉

本サークルは保健センターの母親教室を契機としてサークルを形成している。全員が第1
子の母親であるために，これまでサークルに参加したという経験はもちろん，運営のノウハ
ウもない中でのスタートである。そのような中，本サークルは2名のリーダーを選出し，リ
ーダーを中心として計画を立てていった。

出産から1歳前後までの母親は，慣れない子育てに不安な気持ちを抱いている。そのため，
48
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砕祁一←︾榊一←酔榊

2000．秋頃

くｌｌく２︸く３

(表2）サークルの活動内容
子 ど も 年 齢 活 動 内 容
20(〕0．2
プロフィールブックつくり，保育士の手あそび，歯科衛生士の歯の手入れ，

＜初期＞応急処置，ママだけの飲み会，パパも参加のバーベキュー，離乳食の相談，

̲1歳煎僅̲̲"｣̲歳おい垂と̲うカニ腱̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲‐
↓

2001．秋頃
↓

20()2．秋頃
↓
20()3．3月

↓幼児食のすすめかた，トイレットレーニング，クリスマス会ひな祭り，

＜中期>TV「ゴーゴーママ！」スタジオ体験，公園遊び，動物園ママの飲み会，
2歳前後ハロウィンパーティ（仮装)，冬の生活と雪遊び
↓水遊び，2歳児のしつけ，絵本とおもちゃの付き合いかた，チャイルドカットの
く後期＞コツ，メイク・ネイル●フットケア安らぎ体験，雪中運動会と遊びの屋台，キッ
3歳前後ズリトミックとママストレッチ，切り絵と沖縄じゃみせん，電車でお出かけ消防
署見学，子ども写真のとり方，水遊び，公園遊び
↓公園あそび，自由あそび，紙芝居，お別れ会
↓
＜解散期＞

活動の内容は，初めての子育てで知りたいこと，知っていると便利なことを子どもの発達に
合わせて企画していた。その内容をみると，「保育士の手遊び」「離乳食の相談会」「歯科衛
生士の歯の手入れ」「応急処置」などいわば学習的な活動を行っていることがわかる。また，

それと同時に，サークルが結成間もないことに配慮し，母親同士が親しくなれる活動も取り
入れている。例えば，「メンバーのプロフィールブヅクづくり」「ママだけの飲み会」や「パ
パも参加のバーベキューパーティ」などである。メンバーのプロフィールブックは，それぞ
れの親子の写真や出身地などプライベートな内容を盛り込んだ。また，ママだけの飲み会は，
子どもが離乳する時期に子どもを置いて出かけられるよう夜に設定している。

しかし一方で，子どものための活動は「保育士の手遊び」と「l歳おめでとうカード」を
作成しただけである。なぜならこの時期の子どもは，まだ歩いて移動することや，集団での
共同遊びのようなことは出来ないからである。そのため母親たちの興味は，直接子どもたち

に向けられるよりも，自分たちが新米ママとして抱く疑問や欲求に対応したものとなったの
であろう。

これらの活動について成員の声を聞くと，学習会では，共通して抱いている悩みについて

専門家からのアドバイスは心強く，子育ての知識を得ることが出来たという者が多い。特

に初めての子育てで，知識や技術が不足しているために生じる問題については，「皆おなじ
なんだな」「ああそうか…」と思えるようになり，気が楽になったという話が多く聞かれた。
またこの頃に行った母親の交流を深めるいくつかの活動についても評判がよい。そのことで，
｢母親自身の友人ができた」ことをほとんどの者が高く評価していた。
このように子どもが1歳をすぎるまでのサークルは子どもに対する直接的な活動という
よりも，母親の不安や欲求に対応したものが中心であったといえよう。

2）サークル中期く1歳前後〜2歳前後〉
ところがサークルが形成して1年経つ頃には，活動の内容に変化がみられるようになる。

1歳を過ぎてからの子どもは，歩行も可能になり周囲の環境に対する興味も旺盛になってく

る。まだ言語を使っての意志疎通は出来ないが，泣いたり歓んだりする様子が見て取れ，親
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(表3）活動の評価
ＡｌＢ

公園･￨,lll1

隙

イベント母

クリスマス

水遊び

バーベキュー

イベント子その他。特によかった活勤

／
f
参
j
I
l

満足

ほぼ満

函

不参加

ほぼ満第2測朧のため、途!IIII!抜けしている。

満足

ほぼ満

満足

ほぼ満

満足

'f参加

ほぼ満

満足

わからない 満足

わからない

ほぼ満

わからない

ほぼ満
ほぼ満で、サークル以外からも参加してもらった。ド1
分で巡営した人変さがあった。

絵本の読み間かせ。門楽にあわせ〃l'11家をよん
C

御一癖一鋤一御一御一縦一御一縦

蹄一御一縦一齪一齪一縦一縦一癖

ＤｌＥｌＦｌＧｌＨｌＩｌＪｌＫｌＬｌＭｌＮ

ほぼ満

ほぼ満

ほぼ満

ほぼ満

満足

ほぼ満

満足

ほぼ満

満足

満足

ｲく参加

ほぼ満

満足

ほぼ満

ほぼ満

ほぼ満

ほぼ満

満足

ｲ
く
参
力
￨
l

不参Ill

満足

満足

満足

ほぼ満

わからない ｲ《参加

満足

ほぼ満

ほぼ満

満足

ほぼ満

不参力I

ほぼ満

ｲく参川

不参川

不参加

不参加

ほぼ満

ほぼ満

ほぼ満

ほぼ満

やや不

満肥

ほぼ満

満足｜満足
ほぼ満｜ｲ《参力11

ほぼ満

ほぼ満

ほぼ満砿II[に乗って、消防料。自分も楽しかった。
満足

ほぼ満地IIIoただしfと．もは怖がった。
満足プール。水遊びしたときかなぁ。
満足

満足′jJ典｡｜氾念に残ってよかった。
満足メイクと、パフォーマー。

不参加

"満鷲嫉獺欺鰯｡もう少し火き《
ほぼ満

満足

ほぼ満咽II[は人変だった。

(表4）子どもの変化
ＡｌＢｌＣｌＤｌＥｌＦｌＧｌＨ

I

変化したこと

子どもの様子

積極的・協調性
わからない

はじめから参加しているので、それが当然と思っている

積極的・協調性
変化なし

父親に話したりする。家では乱暴だが、外では自分を出さないようだ。
サークルに行ったら楽しんでいるが、前後は特にない。

積極的

最初はお友達の中に入っていけなかったが。

積極的・協調性
わからない

小さい頃から参加しているので、それ以前と比較できない

わからない

入っていけるようになった。「○○ちゃんいたね」という。

協 調 性 ・ わ が ま ま ・ 他の子におもちやを貸したり、譲ることを覚えた。あいさつしたり、他の
その他

J積
積極
極的・協調性

K協調性
L積
積極
極的 ・ 協 調 性
M積極性

N協調性

子のしぐさを覚えて真似するように。他のママの言うことも聞く。
波があるけど、仲良く遊べるようになって、ある意味では協調性がついた
ということか。

私が打ち合わせしている時でもrママー」ってなったりしない。
靴を出す、そろえる、あいさつ、喧嘩、とった、取られた。サークルに行
ってできるようになった。

小さい頃から見たら活発に動くようになった。名前を言って会いたいと言うように。
仲良くなった。日々成長している。

にとっては子どもの喜びそうな遊びを経験させたいと思う時期である。この頃の活動をみる

と，それまで多かった学習的な活動は減少し，「ハローウィンパーティ」「クリスマス会」「ひ
な祭り」などの季節の行事的な活動や,「冬の生活と雪遊び」「公園での水遊び」「動物園」等，
親子で一緒に遊べる企画など，親子が共に楽しめる活動が多くなっていった。
学習的な活動が減少したのは，生後1年を無事に過ごせたことで子育てにも少し余裕が
出来，新生児期のように，どうしていいかわからず戸惑うことは少ないことが理由であろう。
一方で母親同士の交流を目的とした「ママの飲み会」や「テレビ局のスタジオ体験」などは
これまでと同様に行われている。成員同士の人間関係も創られ活動に広がりがみられる頃で
ある。
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母親たちの感想は公園での水遊びなど，子どもが楽しめる活動への評価が高い（表3)。

また，母親はサークルに参加することで生じる子どもの変化を好意的に捉えている（表4)。
()歳の時からサークルに参加しているため，子どもの変化はごく自然なものと感じているよ
うだが，家に帰ってから，「○○ちゃんと遊んだね」「○○ちゃんいたね！」と話す子どもの
様子を微笑ましく思っている(Hさん),「活発になったし,(お友だちの）名前を言って会
いたいという」(Mさん）などの子どもの変化を望ましい子どもの成長と捉えており，サー
クルが子どもにとってよい影響を与えていたと評価していた。

3）サークル後期く2歳前後〜3歳前後〉

この時期の活動内容をみると，子どもの発達に関する学習的なものは「2歳児のしつけに
ついて」「絵本とおもちゃの付き合い方」のみであり，「公園遊び」「雪中運動会と遊びの屋台」
｢切り絵と沖縄じやみせん」「電車でおでかけ消防署見学」など子ども向けの企画が中心とな
っている。また，母親向けとして「チャイルドカットのコツ」「メイク・ネイル・フットケ
ア安らぎ体験」「子どもの写真のとり方」などイベント的な活動も取り入れていた。

これらに対する評価は総じて高い（表3)。特に「メイク…」は，美容師を目指す専門学
校の生徒にお化粧やネイルアートなどをしてもらうことで，日常の生活では得られない安ら

ぎを得られたという。「楽しかった｡｣｢あれは出たかったのだけど,出られなくて残念だった」
などの声が多く聞かれた。また，「水遊び」や「電車…」などの子ども向けの活動も楽しか
ったという声が多い。

2歳を過ぎる頃の子どもは，言葉も覚え始め自分の意志も少しずつ伝えられるようになり
同年齢の子どもともかかわりがもてるようになってくる。そのことが子ども向けの企画が多
くなった理由である。しかし一方でそれらの活動を行うための準備が負担であったと言う声
も聞かれ，企画運営することの難しさが表面化する。

また，母親たちはサークルの活動が充実することと平行して，サークル以外にも子どもに
様々な体験をさせたいと考えるようになる。実際に成員の子どもの中にも，プールやリトミ
ックなどの習い事をはじめる者が出てくる。そのような成員の意識が新たな活動を創ること

になる。サークルの一部の成員が中心となって，子どもと母親が一緒に英語を楽しみながら
学習することを目的にしたサークルを形成したのである。これは週に1度，地域の公共会館
を利用して英語を母語とする外国人を講師として行うものである。Zサークルとは別運営で

行っているが，半数程度の成員は英語サークルにも参加しており，その運営にも携わってい
たのである。

4）サークル終期く3歳以降〉

この時期のサークルはそれまでの活発な活動と比較すると，どちらかといえば地味な活動

になっていく。3歳を迎える子どもは心身ともに目覚しい発達を示す時期である。基本的な
運動能力が備わり自分でできることが拡大する。相手に自分の意志を伝えられるようになり，

友達とのかかわりを求めるようになってくるなど，これまで以上に成長の著しい時期である。
そのような子どもの発達に対応させた形でサークルの活動を考えれば，これまで以上に多様
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な活動が考えられる。しかし現実には消極的ともいえる活動になっていったのである。
それはお世話役の負担にならない活動を心がけたからである。そのため，サークル後期で

行われたようなイベント的な企画は取り入れず,｢公園遊び｣｢保健センターでの自由遊び｣｢紙
芝居」など，それまでの活動と比較すると準備に手間のかからないものが多い。
それに対する成員の評価はあまり思わしいものではない。「出席している人がいつも同じ
メンバーだったから昔ほど魅力を感じなかった」(Aさん）「サークルも終わりのほうは来
る人が決まっていたんで，続けても仕方ないかなと思った｡」(Dさん）などの話が聞かれ
る。その後2003年を迎え，メンバー全員にサークルの解散・継続についてアンケートをと
り，その結果サークルは3月の「お別れ会」を最後に解散に至るのである。

このように結成から解散までの活動をみると，実に多彩な活動が企画され行われてきたこ
とがわかる。

5．解散要因の検討
1）親と子どもの欲求の推移

結成時から解散するまでのサークルの活動と成員の意識は，先にみたように時間的な経過
とともに変化していた。そこでこれまでの活動を，加入の動機である「子どものため」を縦
に「親のため」を横に設定して整理した。すると，それぞれの欲求の強さを表す4つの象
限にあらわす事ができる（表5)。サークル初期は子どもが乳児期のため，出来ることが限
られ子どものために何かしたいという欲求は弱い。それに反して母親は初めての子育てで不

安なこと，メンバーと知り合えた嬉しさもあり，活動への欲求が強くなる（第1象限)。こ
れがサークル中期になると，子どもの成長に伴って出来ることが増すため，親子ともに楽し
(表5）活動欲求の変化
母親強

2象限

第1象限

＜サークル中期＞
母親子どもともに活動欲求が強い

〈サークル初期〉
母親の欲求は強いが
子どものための欲求は弱い
子ども

子ども

弱

強

第3象限

第4象限

〈サークル後期〉
子どものための欲求は強いが、母
親の欲求は弱い

〈サークル解散期〉
母親子どもともに欲求は弱い

母親弱
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みたいという両方の欲求が高くなる（第2象限)。ところがサークル後期になると，子ども
に対しては楽しめる活動をしたいと思うものの，活動の準備が負担になり始め，子どもに経
験させたいという欲求はサークルの外に求めるようになる。そのため母親自身のサークルへ
の欲求は弱くなる（第3象限)。さらにサークル解散期は，子どもにはさらに多様な経験を

させたいと望むことで，サークル以外に活動の場を求めるようになる。また母親もサークル
での関係が固定化することで，ともに欲求が弱くなる（第4象限)。
このように，サークルへの欲求は子どもの発達と母親の意識に影響を受け変化していたと
見ることができる。

2）要因間の関連

本サークルの解散要因を考えると，先にみたようなサークルに対する成員個々の欲求の推
移が影響しているといえるだろう。それはサークルの解散期において，母親子どもともにサ
ークルへの欲求が低下していることに示されている。しかし解散の要因をそれだけで説明す
ることは出来ない。先に示した欲求の推移には様々な要因が関連しあっているからである。
ここではそれについて詳しくみていこう。

①運常との関連
子育てサークルの多くは，母親たちの自主運営である。そのため，運営が上手くいかずに
サークルが停滞したり，解散したりする例も多い。本サークルは保健センターが契機となり

結成されているが，行政のサポートは形成するまでであり，その後は母親たちの自主運営と
なっている。保健センターや子育て支援の担当課は，サークルの側から相談があればアドバ
イスなどの援助は行うが，具体的な運営については成員たちが進めなければならない。既に
みたようにZサークルはリーダーを中心としてスタートした。だが，毎回の活動については

お世話役を設け3ヶ月交代で担当するという形態をとった。そうすることで，すべての人
が運営に携わることが出来るからである。

これら運営をめぐるなかで解散に繋がるような要因をあげるとすれば，活動内容の設定と
準備における負担感がある。例えば活動の企画では，初期の頃のように子どもが出生直後で

あり，子育てへの不安が大きいという成員の興味関心が一致し易い時期は，それに沿った活
動を設定することでスムーズに進むが，子どもの成長に伴って子どもが出来ることや，成員
個人の興味が広がる中期以降の場合は，一工夫した企画が求められるようになる。それは参
加者も多く満足度も高い反面，準備する側にとっては手間がかかる。例えば，子どもを楽し
ませるような内容の企画の場合には，何か仕掛けを作ったり，場合によっては，外部との交
渉もしなければならないからである。そこでは成員個々の個性や能力の違いが浮き彫りとな

る。同じ経験をしても負担に思わない者と，多大な負担を感じてしまうというものである。
また，経験そのものの負担感よりも他の成員と協力して行うことに負担を感じていた成員も
みられた。3人1組で行われるお世話役同士や，アドバイス役として存在するリーダーとの
息が合わないなど成員同士の人間関係の影響も大きい。

その結果として,Zサークルでは準備が負担にならないような活動をするようになる。し
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図1一緒に遊ぶ

メンバーである。

かし，準備が負担にならないような活動は，自由遊びの要素が強く，子ども同士は自由に遊
び，母親対はおしゃべりをするという形態になる。そのため活動が小グループに分かれてし

まう傾向を持っており，サークルの活動自体に魅力を感じなくなり，参加者が減少するとい
う悪循環を招いていった。

②人￨州関係との関連

サークルの人間関係が解散に結びつくといっても，それについては様々なレベルがあるだ

ろう。簡単に整理すれば，人間関係の悪さが直接的に解散に結びつく場合と，それが間接的
に解散に繋がる場合である。その視点から本サークルの場合を考えてみよう。

Zサークルの人間関係は，サークルが結成するより以前の母親教室を始まりとしているが，
その関係はせいぜい顔見知り程度である。そのためサークル結成の初期の段階では，成員
同士が親しくなるような企画を取り入れている。それについては成員同士親しくなることで，
サークルに参加することが楽しくなったという声が多く，活動の広がりの一因ともなった。
またそのような成員同士の関係は，サークル活動の枠も超えた付き合いに発展する。サー

クル内の交友関係について尋ねたところ(8)，ほとんどの者がサークルの活動日以外も付き合
っていたことがわかった。しかし本サークルは20名を超える人数であるため，サークルが

終わった後やサークルがない日に一緒に行動する人については，ほぼ4つのグループに分

かれていた（図l)。その中にはサークル外での交流が少ない者も存在している。だが，そ
れらの成員の満足度は一様に低いものではない。例えば「サークルのない日一緒に遊ぶ」で
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孤立しているように見えるJさんは，この図表には現れない元サークルのメンバーと現在で
も親しく付き合っている。さらにマンションの子ども会に参加するなど，地域でのネットワ
ークは持っている。そのため，サークルでの活動はその時間を楽しむことと割り切っている

ため，サークル後に親しく付き合っている人がいなくても，サークルへの評価は比較的高い
のである。さらにメールや電話で連絡をとる相手については，幅広い交流が確認されており，
本サークルの人間関係が直接影響して解散に結びついたとは言い難い。

とはいえ，活動の時に生じる小グループに対しては，多くの者が望ましく思っていない。

｢サークルに来ても，グループとかができちゃう。仲のいい人同士で固まると，話す人
が決まつちやう。もっと気軽に話せると（いい)。最初はそうじやなかった。じやあ，

こういうグループに分けましょうとか。知らない人同士に分かれて話した｡」(Aさん）

このように，本サークルの人間関係を見ると，広い関係が見られるものの，小グループで
固定化してしまう側面があること，それはサークルの時間的な経過の中で作られてきたこと

がわかる。そしてそのことが，サークル活動の魅力の低下に繋がっていた。つまり，人間関
係の停滞は，サークル解散の直接的な原因とはいえないが，成員同士の関係が固定化し，イ
ンフオーマルな関係が深まれば深まるほど，サークルでなくても個人的に付き合えばよいと
いう考えを生むようになり，サークルに対する魅力を低下させていたといえるだろう。また
そのような成員同士の関係のありようは，これまでのサークルの活動が影響を与えていたと
いえる。

③サークルへの期待

サークルへの成員の欲求が時間的な経過と伴に低下してきたことは既に見たとおりである

が，成員がサークルに対して期待することはそれだけではないだろう。サークル後期に行っ
たインタビューでサークルへの関与の仕方について聞いたところ，ほとんどが「現状のまま

でよい」との答えだったが，今後の活動については「もっと楽しめる企画を期待する」とい

う声も多かった。具体的にはサークル内の活動にとどまらず，ボランティアなどの社会的な
活動をしたいと考える者や異年齢の子どもと触れ合いたいという発言である。しかしそれは
実現されない。先にも見たように，この時期サークルの活動は，それまでと比べ簡素化され
た内容のものになっている。

成員の期待があってもそれが実現されないのには理由がある。その一つが第2子の存在で

ある。第2子が誕生した場合，当該メンバーや子どもが数ヶ月間の休みを伴うため，参加者
が減少する。だが第2子の誕生はそれだけではない影響をもたらす。その一つが母親の動き
が制限されることである。サークルの企画や運営は，限られた財政の中で行なわなければな

らないため，アイディアや行動力などが問われることに加え，母親の動きやすさという物理
的な問題が影響している。子どもが1人の時は,1人の子どもにさえ目を配っていれば作業
を進められるが，2人となると，上の子どもの動きに対する配慮が必要なことに加え，乳児
である第2子を抱えての作業となる。さらに第2子が増えると，対象年齢が幅広くなって〈
『ー『ー
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るため，「何をしたらよいのか」という計画段階での問題も生じる。

｢2人目が小さいと無理，2人になると赤ちゃん抱っこしながら片付けたり…。1人だ
ったら赤ちゃんの時期も，成長も一緒，2人目以降はバラバラに生まれてくるから｡｣(M
さん）

このように，第2子の誕生という問題は，企画や運営を進める上でも困難となり，活動が
単純なものになっていく。それは結果として参加者が固定化してしまうことをもたらしてい
たのである。

6．サークルの解散とその後の生活

サークルの解散について尋ねたところ，子どもの幼稚園の入園などを理由に解散を望む者

が多かった（表6)。しかし第2子がいるメンバーには続けたいと考える者もみられたため
サークルとしての活動は解散とし，継続を希望した6名は新たなグループとして，年に数回

の会合を持つということになった。また，本サークルを契機として結成された英語サークル
の方は，リーダーの交代やメンバーの減少などを経て継続する事となった。
解散後の彼らの近況を尋ねたところ，半数以上の者がこれまでの生活に加え新しい活動を
はじめていた（表7)。中でも目に付くのは，幼稚園の入園などである。また第2子を持つ
成員たちは，年に数回ではあるが，集まりを設けている。少人数のため，これまでに行うこ

との出来にくかった活動を行うなどして親交を続けている。また，英語サークルも，少人数
にはなったがこれまで同様週に一度であるため，英語で一緒の成員とは解散前と変わらない
程度に顔を合わせている。

さらに，それらの活動以外にも，サークル解散後の付き合いについて，変わったという意

識を持たない者が多い。その背景にあるのは，彼らのインフォーマルレベルでの付き合いで
ある。昨年の夏は毎日のように遊びをともにしてきたという例や，自宅に集まって一緒に食
事をとったりすることも，多くの成員間で行われている。それは先にみた小グループが中心
となっているが，必ずしも排他的なものではなく，行われる内容によっては小グループの枠
を超えて広く声をかけているという。

｢Fさん,Cさんとはしょっちゅう。Cさんちの子を遊ばせたりとか・解散しても，全
く変わりないです。Mさん,Gさんたちとかも，餃子パーティとかしたり，声をかけ
ればすぐ．集まります｡」(Iさん）

このようにZサークルでは，サークルとしての実態はなくなったものの，解散後の第2

子グループや英語サークル，さらに個人的なネットワークとしてその付き合いが解散後も生
き続けているのである。

また，注目すべき点として，新しいステージでの活躍がある。多くのものは，父母会な
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(表6）サークル存続についての意思
E
M
I
I
I

サークル仔統の意思

統けたい人だけ、統ければいいと思った。私も、あんまり出朧もできなかったし、
''1席している人がいつもl'i1じメンバーだったから、僻ほど魅力を感じなかったから

ナ津1
"ふし

A

かもしれない。

ＢｌＣｌＤ

私l'￨身は統けた方がよいと思ったけど、幼稚￨刺は雌即だし、ただ在繍してるだけの
人もいるので、ほんとやめたい人もいるかもしれないので、アンケートをとった。

統けたかつた
｜｜｜なた

それで6人残って、季節ごとに集まろうという'l『になった。

なし（出雌の予定があっ

サークル解散時は、｜￨朧予定と亜なっていたので、残らないと特えた。本､%は3月
のサークルの時には生まれる予定だったけど。

たため）

幼稚￨刺に行くと時間がとれないかと思って。サークルも終わりのほうは、くる人が
決まってたんで、統けてもｲt方なかと。

︾０一一一二一

ＥｌＦｌＧｌＨ

統けたかつた

l''l数を減らして統けたいなと。幼稚園以外にもお友述がいたほうがいいと思って。

(l''l数を減らして）

色んなj色と遊べた〃がいいから。

解散でよいと思った。もう、遊ぶお友達も決まってきていたし、おllt!謡役でトラブ
ルがあって、責任が亜くてもういいやと思っていた。サークルで集まっていても話

ナ禅I
Fふい

I

す人は決まっていたので。

樅概的にはなし

制
差

私は4川から入れると決めていたので。せっかくl'ilじくの近くの人と仲良くなって
お友述になったので。

企IIII1のことでトラブルがあってサークルから少し離れたいと思った。

なし

私としては、英語もあるから、大変だろうなって思って、続けないって!；う。で、
災,群のメンバーが皆、Zサークルのメンバーだから、だいたい話をするメンバーが、
Zの力にもいるから、わざわざ、そっちで、会わなくても、月31''lこつちで会うん

統けたかつた

集まるのは難しいけど、−ﾕ人目もいるのでやりたいねって。上の子の時もよかった

L

だったら。（いいと思った）

ＭｌＮ

から。

どちらでもいいと思った。

どちらでもいいと思った。サークルとしての活励は必要ないと思ったので、保留に

したら、継統になってた。残った人も、どうせf1'よくしているからいいと思って。
※対象者C･F･G･Hは未調査である。

(表7）サークル解散後の生活
元サークルメンバーとの付き合い

解散後のft活
ＡｌＢｌＣｌＤ

英I渦サークル・プレスクール・ 沈み￨Ⅲか
せ・地域の子育てサークルリーダー
プリスクール・第2子サークル・洲い1；
"2rサークル・英語サークル・瀞いりギ

Lさんとはfどものプレスクールも‐締なので毎週会っています。

今でも過l以￨会っている。本人l'il上も､公園で遊んで､お弁､'1を食べて。
親しくない人と会わなくなったくらい。

解散後は、奥の海水浴と、カラオケ？あともうll'lくらいです。ファッ
'
8

幼稚剛・節2fサークル・英1冊サークル

クスやメールとか。

ＦｌＧｌＨ

幼稚園の方でも、そんなに遊ぶというのもないので、結椛さみしいかな・

"2fサークル

Fさん、Cさんとはしょっちゅう。Cさんちの子を遊ばせたりとか・
I

災I浴サークル・音楽教室

つかず離れず､ある程度距離をおいて。解散しても､全く変わりないです。
Mさん、Gさんたちとかも、鮫fパーティとかしたり、ノ埼をかければす
ぐ集まる。

J幼椎刷・‑J･ども会
幼椛M･‑r･ども会

K英碕サークル・習い事

その他、マンションの子ども会の役ll。特に決めてではなく、ばったり
出会ってi謡をしたりとかはある。今のところはあまり蹴繁だと、年に1
1Ⅱ￨くらいなら（会いたい）お友述も、そっちになってしまうし、幼稚園
の生活が''一'心になるので。
全員ではないが連絡をとっている。

英語のメンバーが皆、Zサークルのメンバーだから、だいたい話をする
L 英英語サークル・プリスクール・稗い1F
語サークル・プリス

メンバーが、Zの方にもいるから、わざわざ、そっちで、合わなくても、
月31ulこっちで会う。

M

幼稚1判・第2子サークル・英I淵サークル・

しょっちゅう集まってます。メールで連絡して、カラオケとか飲み会も

稗い邪

行きました。

Gさんとは伽lのように会ってました。去年の夏は、毎ll外。公園で食
N

第2子サークル・英語サークル・習い[l; べるとかして、別に作ってたんですけど。リトミックもGさんと一緒。
ほったらかしにできる公園。Bさんちの向かいの公園とか。

只・7

シ
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どの役員や，地域の子育てサークルのリーダーなどを引き受けている。「誰もやる人がいな

かったから」「頼まれて，仕方なく」など，引き受けた理由は様々であるが，積極的な活動
をしている。それについて,Bさんは，「みんな（サークルの成員),頼まれれば嫌といえな

い人たち」と表現しているが，単にパーソナリティだけではなく，これまでの様々な活動が，
それを作ったといえるのではないだろうか。

解散の半年前に行ったインタビューで，サークルに対する評価をしてもらったところ，高
い評価をするものが多かった。それは解散後も変わっていない。

｢親としての知識を（得たい),1人目だから全然知らないこととか（中略）いろんな情
報が得られたという意味では，親にとってはよかったかな｡｣(Lさん）
｢家の近くでお友達ができたことかな。私自体が話せるお友達が出来て，親子とも免疫
が出来た。外に出る機会が少ないじゃないですかあ。冬になると特に足が遠のく。前は
H地区に住んでいたんですけど，仕事をしていたけど，友達がなく，サロンがある自体
知らなかったので｡｣(Jさん）

これらの肯定的な意識は，サークルの総合的な評価に影響を与えていると考えられる。サ
ークルでの人間関係に嫌な思いをした経験を持つ者も，総合的な評価は高く，嫌な経験自体
についてもプラスに捉えているのである。

｢その時はかなり落ち込んだりしたけど，その経験を生かして，違うことが出来ると思
います｣(Kさん）

｢結局いい経験だったと思います。無駄なことだとは思っていません｡｣(Iさん）
このように，「その時は落ち込んだ」が，それをプラスに捉えられたのは，サークルで得

られた他のメリットがあったためだろう。そしてサークルに参加したからこそ得られた経験
は，今後の生活に生かされると考えているのである。
7．まとめ

サークルの解散に関する要因を検討すると，解散には成員のサークルへの欲求が低下した

ことが根本的な要因として存在していた。だが，欲求が変化し低下したという背後には，子
どもの成長に伴って成員の興味関心が多様化するだけではなく他の要因が関連しあっていた。
それらを整理してみよう。1つ目には運営との関連があった。運営は母親たちの自主運営で
あるため，①活動に対する準備の負担感があり，そこには②成員個々の能力差や，③成員間
の人間関係などが関連していた。2つ目に成員の人間関係がある。人間関係は解散の直接的
な要因とはなっていないものの，④時間的な経過に伴って成員の関係が固定化しインフォー

マルな関係が深まることでサークルへの魅力を低下させていた。そのため準備を負担に思っ
てまでも活動する必要性を感じなくなり，⑤活動は簡単なものになっていく。このように人
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間関係と運営には密接な関係にあった。さらにそこには，第2子の誕生によって⑥サーク
ルへの期待が変化することや，⑦活動が制限されるという問題もみられた。

以上のように子育てサークルの解散は，成員それぞれのサークルへの欲求が低下したこと

が根本的な問題としてあるが，それは先にみたような要因が複合的に作用しあっている結果
であるとみることができる。

それでは次に成員にとってサークルの解散はどのような意味を持っていたのだろうか。サ

ークルの解散に関する要因を見る限りでは，どちらかといえばネガテイブな評価が目立って
しまった。しかし，彼らの解散後の生活や意識をみるとそれとは異なる見方ができる。それ

は，①以前から親しかった人とは変わらず付き合いが行われており，②時に小グループの枠
を超えている。③サークル活動を高く評価している。④新たなステージで活躍しはじめた者
も少なくない。つまり，サークルにおける経験には望ましくないものもあったが，得られた
ものも多いと感じ，それを今後に生かせると考えているのである。

これらのことからZサークルの解散の意味を考えると，単なる活動のあり方に問題が生
じた為の解散としてネガテイブに捉えるよりも，当初の目的を達成し，個人がエンパワーメ

ン卜'9)（國信2002）したための解散であり，いわば発展的な解消としての解散であると言
えるのではないだろうか。つまり子育てサークルは次のステップへと繋がる経験を与えてく
れた場であったといえよう。

現代の社会において子育てサークルはこれからも生まれては消える存在であるだろう。し
かし数年の経験でも彼らが得たものが大きいことを考えれば，子育てサークルの意義は，子
育て支援だけには留まらないことが改めて確認されたといえよう。

注

(1)「子育てサークル」名称については，ほかにも「子育てグループ」「育児グループ」「育児サークル」
という表現があるが，ここでは公的にも使用されている「子育てサークル」を使う。また文中で使
用する「サークル」は「子育てサークルの略称として使用する。

(2)結城の研究は直接サークルの解散を議論したものではないが，サークルに対するネガティブな意識
は，サークルの解散に繋がると考えられるためその一つとした。

(3)渡辺の研究についてはその限りではない。渡辺はサークルを継続させる活動の基盤として運営のほ
かに外部からの援助やメンバーのライフステージやアスピレーションなどにも着目している。

(4)住田らはサークルへの母親の参加目的とサークル活動の効果に関連を見出している。子育てサーク

ルの場合，参加単位は母親個人ではなく，母親と子どもという母子単位である。そのため母親が自
分の個人的な関心や欲求のために参加する場合も，母親が子どものために参加する場合もあると述
べている。

(5)札幌市では保健センターが1988年より子育てサークル形成の援助を行っていた。その後1997年
からは，子育て支援事業としてもサークル形成を目的とした事業が行なわれる。

(6)全国で活動する子育てサークルの数は，厚生労働省でも把握していない。だが子育てサークルの先
駆的な地域である関西で活動する「こころの子育てインターねっと関西」によれば,1997年当時

関西2府4県で80oあまりである。だが，子育て支援事業が本格的にスタートした1997年の札幌
市の子育てサークルは，把握されているだけで146サークル，その翌年には511サークルに急増
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している。このことからも，札幌の子育てサークルが高い比率で存在していることがわかる。

札幌市子育て支援担当課調べ（現子ども未来局)。
この結果は2002年9月の調査にもとづいている。

｢エンパワーメン卜」という言葉は，國信に習い「社会的に自立するための多様な能力を個人の精
神的な内面からつけていくこと．自ら獲得していく内面的な力」（國信2002：259−77）と定
義する。国連の第3回ナイロビ世界女性会議以降，女性の生涯学習のキーワードとして使われるよ
うになった。

文献

藤本明美（2003）「子育てサークルのナカラ」津止正敏・藤本明美・斎藤真緒編『子育てサークル共同
のチカラ』文理閣:l2‑59

原田正文・福井聖子・服部祥子（2002）「現代日本における子育て支援方策に関する研究（第1報）−
関西地域における『子育てサークル』に関する統計的調査一」『大阪人間科学大学紀要』l:69
−74

原田正文(1999)『みんな「未熟な親」なんだ−グループ子育てのすすめ−』農文協．
木脇奈智子(1998)「子育てネットワークに関する考察一子育てサークルの類型と今日的課題一」日本
家政学会家族関係部会編『家族関係学』17:13‑22

小木美代子(2000)｢1980年代後半から顕在化する新しい子育て・子育ちグループの誕生とその背景」
小木美代子・立柳聡・深作拓郎編著『子育て学へのアプローチ』エイデル研究所:38‑51

國信潤子（2002）「動き出したグローバルネットワーク」岩崎久美子・中野洋恵編著『私らしい生きか
たを求めて−女性と生涯学習一』玉川大学出版部：259−77

厚生省(1998)『厚生白書（平成10年版)』．

増山均(1992)『子育て新時代の地域ネットワーク』大月書店．

松田茂樹(2001)「育児ネットワークの構造と母親のWell‑Being」『社会学評論』52(1):33‑49
大野曜編(2001)『子育てサークル活動に関する調査報告書』文部科学省委嘱事業「家庭教育に関する
活性化方策の推進」事業報告書子育てサークル研究会．

佐藤慶幸(1982)「ヴオランタリー・アソシエーションの研究史」『アソシエーションの社会学』早稲
田大学出版部:21‑64

汐見稔幸(2001)「少子化社会の子育てのゆくえ−広がる子育てサークルー」『国立女性教育会館研究
紀要』5:129‑38.

住田正樹･溝田めぐみ（2000）「母親の育児不安と育児サークル」『九州大学大学院教育学研究紀要』3：
23−43

山本理絵(1997)「親と子の自己実現」棚橋昌子・白石淑江編著『親と子のメンタルヘルス』中央法規：
82‑11O

矢澤澄子・国広陽子・天童睦子（2003）「若い母親の『母アイデンティティ』矢澤澄子・国広陽子・天
童睦子『都市環境と子育て』勁草書房:171‑201.

結城恵(2001)「メンバーのサークルのかかわり方とサークル活動への評価一子育てサークル活性化の
ために−J『国立女性教育会館研究紀要』5:109‑18

渡辺芳（2000）「地域社会における新しい集団形成」高橋勇悦・大坪省三編著『社会変動と地域社会の
展開』学文社:35‑51

渡辺恵（2004）「子育てサークルの活動基盤」『子ども社会研究』10:61‑74.

60

