
侑里佳さんは静岡県出身。パンの製造・販売
を行う夫・凌志さんと双子の娘の4人家族。1
年前に石川県から凌志さんの転勤を機に移
住してきた。多胎児ならではの悩みが相談
できたり、保護者同士の交流が図れたり、子
どもを遊ばせたりできる子育て支援のサー
ビスを積極的に活用している。

　夫の転勤で、2020年4月に一家そろって戸田市

にやってきました。正直言って、新型コロナによる緊

急事態宣言中でしたし、知り合いもいない環境で子

育てをしなければいけないというプレッシャーもあ

り、最初は不安だらけでした。引っ越して間もない

頃、家の周りを散歩していたら、たまたま双子を育

てるお母さんと出会い、その時に初めて「親子ふれ

あい広場」の存在を知りました。

　広場では、月齢の近い子ども同士が遊べたり、保

護者同士で交流できたりするのはもちろん、育児の

悩みなどを親身になって聞いてくださる先生方の

存在がとても支えになりました。月に１回、保健師さ

んの巡回もあって、困っていることなどを気軽に相

談できるのも助かっています。また、多胎児を持つ

親が集まる子育てサークル「ぐりとぐら」では、多胎

児ならではの悩みや相談を聞いてくれるので、とて

も心強く感じています。

　このように、戸田市は子育てに対する支援が手厚

▲雨の日でも、安心して遊べるのがうれしい
　屋内遊び場

▲街中にありながら、青空と緑の芝生で、親も
　子どももイキイキ

▲幼児用の絵本もたくさん。読んでも読んでも
　新しい絵本との出会いがあります

▲多目的ホールで遊ぶ子どもたち

本橋侑里佳さんファミリー

元気に毎日

働くうれしさ

子どもたちの大好きな遊び場　こどもの国

SHINING PEOPLE TODA

サポート体制も充実
挑戦したい人には最適なまち

移住時の不安も払拭
子育てには最高の環境

2018年に戸田市に転入。夫、子ども4人
の６人家族。戸田市が開催した起業セ
ミナーをきっかけに、純国産の豚革を
使用した革製品を製造販売する企業を
立ち上げた。独学で革製品づくりを学
び、タンニンなめしという植物由来の加
工によって、自然環境にも人にも優しい
革製品を製造している。
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に変化する中、戸田市はIT・デジタルを活用した市

民への情報提供、教育のオンライン化など、時代へ

の対応力が優れていると思います。生活面において

も、住みやすい環境整備がスピーディーに進められ

ていることがまちの活性化につながっているのだと

実感しています。

　市のサポートを受けて起業した私は現在、自宅の

一部屋を工房にして、月に2～3回、東京駅のハンド

メイドマルシェなどへ出店しています。戸田市は都

内だけでなく、地方へのアクセスもいいため、いろ

いろな場所でのイベントにも出店しやすく、仕事の

活動の輪が広げられることにメリットを感じていま

す。今後は、オーガニックコットンを使用した育児用

品や衣類なども販売していきたいですし、いつか、

戸田市内にショップを持つことが夢です。

　戸田市は河川があるので自然の豊かさを身近に

感じられるところがいいですね。子どもたちは虫捕

りが大好き。四季折々の草花の変化を肌で感じられ

るところも気に入っています。それと、子どもから大

人まで参加できるスポーツイベントも多く、街中で

はジョギングやスポーツを楽しむ人を多く見かけま

す。このように健康への関心が高く、活動的な人が

多いのも戸田市の魅力だと思います。

　私が起業したのは、子どもの肌がデリケートで皮

膚疾患に悩んでいたことから「赤ちゃんや敏感肌の

人でも安心して使える製品をつくろう」と考えたの

がきっかけです。そうはいっても、起業なんて分から

ないことばかり。そんな時、戸田市が開催する起業

セミナーが背中を押してくれました。起業セミナー

に限らず、戸田市は事業主をはじめ、何かを始めた

り、挑戦したりする環境や手厚いサポートが整って

いると感じています。

　また、新型コロナの影響でライフスタイルが急激

▲市内の同世代とのコラボ製品もたくさん。
　会話の中から生まれる発想が楽しい

▲最近の作品たち。新しい作品にも
　挑戦しています

▲市内で行われるマルシェには積極的に参加
　しています

マルシェや出会いが楽しい

折笠真由子さん 夫：凌志さん、双子の娘：和珠ちゃん、和紗ちゃん

く、子育てしやすい場所だと思い

ます。例えば、他市や他県では、

土日祝日は子育て関連の施設が

休館していることが多いようで

すが、戸田市の児童センターや

戸田公園駅前子育て広場は開いているので積極的

に利用しています。特に我が家は土日に夫が仕事な

ので、母子でも身近に遊べる場所があるのはうれし

いですね。

それから、私の実家は静岡なんですが、首都高速

道路の入口も近いので帰省しやすいのもうれしいで

す。また、自然豊かな彩湖・道満グリーンパーク、開

放的な戸田ボートコースなど花や緑がいっぱいあっ

て、親子でのんびり過ごせるのもいいですね。徒歩圏

内に公園が充実していて、どの公園も管理が行き届

いているため、砂場なども安心して遊ばせることが

できます。子育てをする人には、最高の環境だと思い

ます。

おり  かさ ま　 ゆ　 こ もと  はし　ゆ　  り　 か
りょうじ なご み なぎさ

“The city has a great support system. It’s the 
best place for people who want to take on 
challenges.”
Moved to Toda City in 2018. Has a family of 
six, including her husband and four children. 
Started a company that manufactures and 
sells leather products using only leather from 
hogs raised in Japan, after taking an 
entrepreneurship seminar held by Toda City.

“支援体系非常完善。堪称挑战者的理想城市”

2018年搬到户田市定居。与丈夫、4个孩子组

成了6口之家。以户田市举办的创业研习班为

契机，她成立了一家采用纯日本国产猪皮制造

销售皮革制品的企业。

“The best environment for raising children, that 
dispelled my anxieties when I moved here”
Ms. Motohashi is from Shizuoka Prefecture. She 
has a family of four, including her twin daughters 
and her husband Ryoshi, who manufactures and 
sells bread. They moved from Ishikawa Prefecture 
one year ago, when her husband was transferred 
to a new position.

“移居时的不安一扫而空 育儿养娃的理想环境”

侑里佳女士出身于静冈县。她与从事面包烘焙、销

售工作的丈夫凌志以及双胞胎女儿组成了4口之家。

1年前因丈夫凌志的工作调动从石川县搬到了这里。



SHINING PEOPLE TODA

仕事やサークル・ボランティア…
忙しい日々 を謳歌
髙橋節子さん

新潟県生まれ。結婚を機に、戸田市に住
んでいた親戚の勧めもあって転入。子
育てと親の介護で半生を駆け抜けた
後、子どもが独立したのをきっかけに、
シルバー人材センターの活動に参加。
仕事をしたり、ボランティアをしたりと
忙しい日々を過ごし、充実した第二の人
生を謳歌している。
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ています。このサークルは、本や映画で感銘を受け

たり、心から楽しめたことを互いに話し合ったりす

るのが主な目的。本と映画をこよなく愛するメン

バーと充実した時間を共有しています。

　また、私が住んでいる学校区の笹目東小学校の

児童の見守りを月に１回行っています。最初はぎこ

ちなかった子どもたちも、慣れてくると声を掛けた

り、あいさつしてくれたりして、子どもの成長を見ら

れるのを楽しみにしています。ほかに、北戸田駅周

辺の清掃ボランティアを行ったり、仲間たちと山な

どへハイキングに出掛けたり、日々がとても忙しく

過ぎていきますが、自分のやりたいことができてい

る今、とても充実感があります。また、自分の子ども

たちは独立して近所に住み、私たち夫婦を見守って

くれているのでとても心強いですね。

　戸田市は交通の便が良く、また自然災害が少なく

て住みやすいまちだと思います。若い人が多いの

で、活気があるのもいいですね。それに、サッカー場

や市営球場、彩湖・道満グリーンパークなど数多く

の公園があるので、遊び場には事欠きません。私も

子どもが小さい頃はよく近くの公園へ出掛けてい

ました。子どもの友だち家族と一緒にお弁当を持っ

て、戸田橋花火大会に出掛けたのも今ではよい思

い出になっています。

　現在は子育ても終わり、もっと「動いていたい」と

いう思いから、さまざまな地域活動に参加していま

す。その活動の中心になっているのが、シルバー人

材センターです。今は、会社やシルバー人材セン

ター事務所などの清掃を行っています。

　また、センターでは生涯学習活動も活発に行われ

ており、私は「ブック＆ムービーサークル」に加入し

▲センターでの仲間との会話が楽しみ ▲グループ仲間との年末懇親会 ▲シルバー人材センター内サークル「ブック＆
　ムービーサークル」での団らん

節子さんのお楽しみ・・・

たか  はし せつ こ

“I’m glad to have busy days, with work, 
friends, and volunteering”
Born in Niigata Prefecture. After getting 
married, she moved to Toda City at the 
urging of her relatives. After half a lifetime 
spent caring for her children and elderly 
parents, since her children left the nest, she 
now participates in activities at a Silver 
Human Resource Center.

“工作、兴趣社团、志愿者……讴歌忙碌的日子”

出生于新潟县的她，当初以结婚为契机，并且在

曾住在户田市的亲戚的建议下，搬到这里定居。

半个生涯都在育儿和照顾父母的忙碌日子中度

过，现在孩子已长大独立，她继续发挥余热，积

极地参加老年人才中心的活动。


