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平成23年度 の 活動方針と実施計画

実施計画

《委託事業》
★行政と協働する事業
(１) 子育てサポートセンター運営事業
（２）盛岡市つどいの広場KOKKO運営事業
（３）盛岡市つどいの広場にこっこ運営事業
（４）女性医師育児支援事業
（５) 岩手医大病児・病後児等支援事業

★企業等と協働する事業
（1）栄養相談（アイクレオ株式会社）
（2）ＫＯＫＫＯなつまつり等（ＭＯＳＳビル協賛）

活動方針
① いわて子育てネットは、地域社会に対して子育
てに関する全般の事業を行い、子育て環境向上
に寄与することを目的に活動をそております。今
年度もこれまでの活動で得たノウハウを活かし
ながら継続事業の充実に努めつつ、
さらに東日
本大震災支援に関し、その時の状況に応じた内
容で支援を行います。また、委託事業など自主事
業への移行も視野に入れ続可能な取り組みを探
り、
自立へ向けて活動いたします。
②会員による活動を活発にし、当法人の事業 と
してふさわしいものには積極的に助成事業 や
委託事業に応募していきます。

《東日本大震災支援事業》
(1) 新生児とその母親の受入支援事業
(2) 盛岡に避難して来た乳幼児家庭支援事業
(3) 出前子育てサポートセンター(出前ぽこぽこ)
(4）その他

《自主事業》
(1) にこにこ園
(2) にこにこサポート
一時預り 訪問サポート 産前産後サポート
(3) 幼児教室
(4) 各種セミナー
(5) 結婚相談窓口事業

★情報発信事業
・ホームページ作成・更新
＊ リニューアル予定
・ニューズレター発行
・リーフレット作成

★事業に関心のある方、いっしょに活動したい方は、
事務局にお問合せください。
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手と手
今年は３月１１日に東日本大震災が起こり、
多くの方が被災されました。
１人１人がとにかく何かをしなければと突き
動かされるように私達「いわて子育てネット」
もいち早く支援に乗り出しました。
そのひとつが「新生児と母親及びその家族の
受入支援」です
村井理事長の熱い思いと、小林産婦人科院長
の大きな支えによってとにかく迅速にと体制も
何も整わないまま見切り発車のようにスタート
したにも関わらず、大学の先生方、岩手県助産
師会、多くの学生を含めたボランティアの皆さ
んなどの協力をを得て、プロジェクトも日に日
に規模が拡大し、結果的に行政にうまく移行す
ることができました。民から官への道筋をつけ
たことは大いに民間NPOの真髄であったと自負
するところです。
現在は９月から来年の２月まで20回をめどに
「出前ぽこぽこ」事業を行います。これは沿岸
の被災地に赴き、子育て支援センターに集まる
親子を対象に運動会、親子カフェ、セミナー等
を開催します。子育てサポートセンターも運営
している当法人としては県全体の支援を息長く
展開していくという責任が課せられていると感
じています。
人と人、組織と組織をつないでいくとそこに
また新しいつながりや広がりが生まれ、有機反
応をおこしていくように～。
いわて子育てネットはその名の通りパイプ役
としての存在、度量の大きさを今改めて試され
いると思っています。
いわて子育てネット副理事長：若林みどり

東日本大震災支援事業について
国内史上最大数値を記録したこの大震災は、津波や火災で
未曾有の災害をもたらし、被災地の復旧・復興には多くの
年数と様々な支援が必要となることが予想されます。
当法人は今まで培ってきた経験を活かし支援を続けていき
たいと思っております。

初期支援
【新生児と母親およびその家族の受入支援事業】について

【盛岡に避難して来た乳幼児家庭子育て支援事業】について
盛岡滞在中、少しでもリラックスしていただけるよう
託児付きセミナーを企画しました。
セミナーの最中、預かっているお子様たちの泣き声が響
く場面もありましたが、集中し、最後まで受講していただ
けました。
●

お化粧しましょう

7月19日開催

出産で入院している間に被災し、住居を流失したために退院
しても帰る場所がない・避難所での生活に不安があると声が医
療機関から届きました。村井理事長より支援についての打診が
あり急遽理事会を開き支援を開始することとしました。
まず始めにサポーター、学生ボランティアの手配と同時に盛
岡市内にある宿泊施設・アパートを確保し直ちに受入準備を開
始しました。
また、全国各地より新生児用紙おむつ・粉ミルク、衣料、寝
具、食料等にいたる支援物資をいただきましたので必要とする
方及び施設へ配布、発送を行いました。

講師の先生がご用意して
くださったメイク道具
一式です

講師：資生堂販売(株)
鈴木様

メーク時に震災時の話を少しずつ
語り始めたのが印象的でした

●
写真：学生ボランティアによる支援物資の仕分け作業風景

中期支援
●

乳幼児とその家族のメンタルケア

５月27日
（木）花巻市定住交流センターなはんプラザに
て岩手県立大学社会福祉学部講師でいらっしゃる山田幸恵
先生をお招きして
「乳幼児の被災後の心のケアと保護者へ
の支援」
と題して研修会を開催いたしました。平日夕方か
らの開催にも関わらず保育士、幼稚園教諭、子育て支援者
等沢山の方にご参加していただきました。
●

出前ぽこぽこ
被災地子育て支援センター活動支援として、被災した沿
を中心に県内20ヶ所を訪問し、遊びの提供、子育て相談、
お母さんのリラックスタイム、絵本の読み聞かせ等を行っ
います。

10月5日
ちびっこ遠足
（野田村）の様子

乳幼児無料一時預り 8月22日 9月5日、6日開催

盛岡滞在中に必要な買い物・リフレッシュ時に利用して
頂きたく預り日を設定し募集したところ、のべ４組の方に
ご利用していただきました。
お子様をお預けされている間のママたちは、
自動車教習
所に行ったり、上のお子様が幼稚園に行くための必要な買
い物だったりと様々でした。
●

パーソナルカラー診断

9月5日開催

日本パーソナルカラー協会認定講師である加川映子氏を
お招きして
「自分に合うカラー探し」を楽しんでもらい
ました。
鏡を見ながらスカーフ使いのアドバイスもいただきま
した

。

●

ゆったりヨガ

9月20日開催

既存の教室「ママのゆったりヨガ」講師の林智香子氏の
ご指導により、たっぷりと2時間体験していただきました。

長期支援
地元で子育て支援活動をしている個人・団体のニーズにあった
支援を今後行う予定です
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どんなところ？盛岡市つどいの広場ＫＯＫＫＯ編
赤ちゃんとお母さん
盛岡市つどいに広場ＫＯＫＫＯは、子供を持つ親が気 イベント
楽に立寄れる快適な空間を提供し、遊びや子育て情報・
・つどいの広場ＫＯＫＫＯ「なつまつり」
セミナーの提供・子育てママたちの仲間作りの機会の提
毎年7月最終日曜日に開催しています。歩行者天国内
供・気楽な子育て相談に対応できる盛岡市の施設で、平
に大型ビニールプールを設置して水遊びを楽しみま
成18年7月23日から開設しております。
す。ゲーム・軽食・手作り品等のブースを儲けご家
当施設は企業より「子育て応援駐車券」いう駐車場割
族の方にも楽しんでもらいます。
引チケットを提供してもらい、より立寄り易い工夫をし
毎年300人近くの方がいらっしゃる大通りの名物イベ
ながら大通商店街と連携して町の賑わい作りの一役を担
ントとなっています。
っています。

写真：なつまつ
りの様子。スタ
ッフ、パパボラ
ンティアたちが
回りで安全確認
しながら見守っ
ています。

写真：ハロウィン
行進を大通りで行
様子。協力してく
ださったお店より
お菓子をいただき
ました

また、特色として学生・パパ達ボランティアを積極的 ・ちびっこたちのＫＯＫＫＯ運動会
９月最初の日曜日に歩行者天国内で開催します。内容
に受け入れており、イベントやおもちゃ作りに力を発揮
は参加者の年齢に合わせてのプログラムとなります。
してもらっています。
レース中は一気にご家族がカメラマンとなり、より楽
しい場となります。

子育て情報セミナー
・「ようこそ盛岡へ」
写真：1歳児の
今春ご家族で盛岡に転勤してきた方を対象として
かけっこの様子
います。親同士の情報交換の他、盛岡の名所、子連れ
で行ける場所等の紹介を、参加者同様に数年前に引っ
越してきたママがご案内するセミナーです。
・「幼稚園ってどんなとこ？」
来春に入園を予定しているお子さんを持つ親を対象
とし、少人数制で開催しています。講師は現役の市内 ・おはなしポン
毎月1回絵本の読み聞かせ、紙芝居、ペープサートな
幼稚園の園長先生です。入園前に知っておきたいこと
どを行っています。
、 が聞ける人気のセミナーです。
・お楽しみ会
毎月1回季節の合った親子の触れあい遊びを行ってい
ます。
写真：「幼稚園って
どんなとこ？」
の様子

・

「盛岡の冬のすごしかた」
厳しい盛岡の冬を乗り切るための名物セミナー
です。お子様やご家族の衣類の選び方・外遊び
様々な質問がでます。

相談対応

その他

・なんでも相談（毎月1回） スタッフが対応します
・栄養相談（毎月1回） 外部より管理栄養士さんを
お招きしての相談（偏食、調理方法、食材）
・おもちゃ病院（毎月1回）
・リサイクル工作（毎月1回）
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どんなところ？盛岡市つどいの広場にこっこ編
赤ちゃんとお母さん

イベント

盛岡市つどいに広場にこっこは平成22年9月2日、盛岡
市肴町にある中三デパート盛岡店4階に第二のつどいの広
場としてオープンしました。
にこっこは大通りのＫＯＫＫＯと同じに、子供が自発
的に遊べる環境、お母さんが主体的に子育てに取り組め
る環境、お母さんが社会と接する機会を提供できること
の他、孫を預かっている祖父母も利用し易いよう、伝承
遊びなどの高齢者との交流も行っています。

・「あのねのね」
毎月第3週目月曜日開催
絵本の読み聞かせ、紙芝居等

写真：月齢に合
った内容の絵本
の読み聞かせの
様子

写真：9月2日

開所式の様子

・「造形あそび」
毎月最終金曜日開催
家庭にあるものを材料にして制作します
材料の:割箸、トイレットペーパーの芯、
牛乳パック、紙皿等

しかしながらこの度の大震災、その後のデパート内爆発
事故があったことにより移動を余儀なくされ、事務局内の
コミュニティスペースにこにこを仮設置場所にしたことを
経て、6月9日より「プラザおでって」の1階に再開設いたし
ました。
おかげさまで毎日多くの方にご利用いただいています。

写真：トイレット
ペーパーの芯を
切って何かを
作っている様子

相談対応
・「赤ちゃん相談」
毎月第3週目の金曜日開催
外部より管理栄養士をお招きしています

ところをパチリ

写真：おじいちゃん
がお孫さんの好き嫌
いについて質問をし
ているところの様子

利用者さんからの声
・中三にある時から気になっていました。去年は孫が
いなかったので来れませんでしたが、ようやく生まれ
たので晴れて来れます。（盛岡在住おおばあちゃん）

・「何でも相談」
毎月第3週目の木曜日開催
相談は個別にスタッフが対応しております。

・お嫁さんから紹介され、電車に乗って来ました。
（花巻在住おばあちゃん）
・待っていました。震災で中三に行けなくなったので
困っていたのです。ちょくちょく来たいです。
（盛岡在住ママ）
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・子供の好きなたくさんの絵本があって助かります。
（盛岡在住ママ）

どんなところ？コミュニティスペースにこにこ編
平成21年5月末より開設して約2年半が過ぎました。開
設当初はかなりバタバタしておりましたがようやく落着
くことができました。
この度の震災の影響で自主事業である「にこにこ園」
、「にこにこサポート」、「幼児教室」が一時中断に追
い込まれましたが5月末頃から少しずつ再開を始め、現在
は通常通りとなりました。
当法人の活動がメディアに取り上げてもらえる機会が
非常に多く、様々なお問合せをいただくことに感謝して
います。

にこにこ園からの報告
毎週木曜日に開園する「にこにこ園」。平成２２年度
は５名の園児が卒園し、この春に4人が幼稚園に入園しま
した。そのママたちからは「集団生活がスムーズに出来
ました」や「私（ママ）が満足です」とのお声をいただ
いています。
一昨年に園児だった男の子の弟さんが今年度から入園
し「にこにこ園」効果を感じています。

幼児教室からの報告
★

「リズムであそぼう！」教室
副理事長でもある上野理恵子氏を講師に迎え、2〜
3歳児のお子様とそのお母さんを対象とています。
先生の声に合わせて歌ったり、体を動かしたりと
楽しい40分間です。

★

「英語で遊ぼう！」教室
お母さんと一緒に遊びながら楽しむ「親子クラス
」とカード、絵本を見ながら聞く力・表現する力を
身に付ける「キッズクラス」があります。
講師は、英語圏ではない人たちに英語を教える資格
（ESL）をお持ちのジョー・ハクセル氏です。

各種セミナーの報告
お子様を同フロアのキッズスペースでお預かりして、
お母さんはセミナースペースで受講します。
大人気のセミナーは素敵ママクラブ「ママのゆったり
ヨガ」です。継続してご参加していただいている方がほ
とんどです。
子育てサポーター研修会等も行っています。

写真：卒園式の様子

写真；ママのゆったり
ヨガの様子

にこにこサポートからの報告
お母さんのご用事、通院、またはリフレッシュでご利用
いただいている一時預り、訪問サポート、産前産後サポー
ト。開設以来、ママたちによる口コミで広がっています。
コミュニティスペースにこにこ内での一時預りでは、ま
まごとセット、木製電車セット、絵本が大人気となってい
ます。リピーターとなるご利用者さんが多いのが特徴です

結婚相談窓口事業からの報告
平成22年7月より開設いたしました。個人面談を経て、
会員登録となります。 登録者数はまだ少数ですが年内
中に1組のカップルが結婚する予定であることをご報告
いたします。

写真：一時預りの
様子

＊登録利用者：24名
＊登録サポーター：23名

写真：クリスマス
イベントの様子
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長女（高３）
・次女（高１）が就学前の頃、頼りたい主人の仕
事が忙しくて常にイライラしている自分がいました。そんな
時に近所の公園に出掛けると同じ年位のお子さんのお母さ
んに子育てについての相談をして解決していた事を思い出
します。親同士で話をしている間、子供たちはかけっこや、鉄
棒をしたりと楽しんでいました。
現在は三女（年長）の子育て真っ最中です。主人の急がし
さは変わりないのですが、上の子の時とは手法を変え上手
に甘える事によりすごく
子 育 て の 変 化？
協力的になってきました。周り
の家庭でも同じようにお父さんの子育て参加率がアップ
しているのではないかと感じています。逆に、今のお母さん
は少子化の影響で公園に出かけても子供がいないために
直接の情報交換ができません。
メール、ツイッターでのやり
とりばかりで友達作りが難しくなってきているのかなあ〜と
も考えるのですが、反対に気を遣わなくてもいいか〜と複雑
な気持ちです。
スタイルは変化しても
「心から子育てに関わりたい」
とい
う人は増えてきていると感じています

佐藤

美紀 ( いわて子育てネット 正会員 )

昨年、知人からの紹介で「サポーター養成講座」を受講した
縁で会員となり、現在は盛岡市つどいの広場にこっこでお世
話になっております。
自分自身に孫がいることもあり、現在の子育て状況をリア
ルタイムに感じ、非常にありがたいです。
そういったことにより子育て支援を通じて人や社会との関
わりを持つことが出来て自分自身の勉強の場にもなってい
ます。

子 育 て ﾘ ｱ ﾙ ﾀ ｲ ﾑ

にこっこでの仕事をいただきながら、良い刺激を受けて楽し
い時間を作ることが出来嬉しく思います。
子育てをされていらっしゃるご家族・親子さんにエールを
送らせていただくと供に自身も頑張っていこうと思います。

藤原

厚子 (いわて子育てネット 正会員)

会員 からの メッセージ
賛助会員(個人) 馬場より子、
高橋雪文、
樋下正信、
小野寺好、
飯澤匡
中村緑
賛助会員(団体) マタニティクリニック小見産婦人科、
有限会社バルーン・スケッ
チ、 医療法人さくら会さくらウィメンズクリニック、
夕顔瀬
産婦人科医院、
西島産婦人科医院・西島こどもクリニック、
黒川産婦人科医院、
ア 正会員(個人) 63 正会員(団体) 2 プレ会員(個人) 4 プレ会員 (団体) 3
詳しくは事務局まで
イクレオ株式会社仙台営業所、
小林産婦人科医院 村井産婦人科医院、
産科 理事長
（村井産婦人科医院院長）
村井軍一
婦人科吉田医院、
コットンスペース、
株式会社ジェイエスエス、
医療法人銀杏会 副理事長
両川いずみ （ヒューマンステーション主宰）
正会員(個人) 50 正会員(団体) 3 プレ会員(個人) 5 プレ会員 (団体) 4
コバヤシデンタル
兼事務局長
（岩手県立大学准教授）
井上孝之
クリニック
副理事長

会員募集中

あなたの子育ての知識・経験を求めていま す。
会員となって、子育て支援の企画・運営をして
みませんか！ ご連絡をお待ちしています。

年会費
正会員

詳しくは事務局まで

個

人

3,000 円

団

体

理事

監事
顧問

5,000 円

プレ会員

1,000 円

賛助会員

10,000 円 (一口)

2011年10月20日現在
敬称略・順不同

編集・発行
特定非営利活動法人いわて子育てネット

編集後記
3月11日発生した東日本大震災から約7か月が経ちました。
支援開始当初
は全国の皆様より頂きました支援物資の間をすり抜けながら電話・来客対
応を無我夢中で行ってきた事をようやく冷静に思い直す事が出来る状態
になりました。
引き続きの支援活動、
通常業務が出来る事に感謝しておりま
す。
頑張ります
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若林みどり （桜城・松園児童館指導員）
上野理恵子 （音楽教室主宰）
吉田耕太郎 （産科婦人科吉田医院院長）
（みうら小児科院長）
三浦義孝
（岩手晴和病院理事長）
智田文徳
（会社役員)
飯塚肇
（黒川産婦人科医院院長）
黒川賀重 詳しくは事務局まで
（会社役員）
金沢滋
（岩手県議会議員）
高橋雪文
（岩手県議会議員）
関根敏伸
（岩手県議会議員）
樋下正信
（岩手県議会議員）
小野寺好
（岩手県議会議員）
飯澤 匡
（岩手県議会議員）
工藤大輔
三浦陽子
（前岩手県議会議員）

Ｈ ( いわて子育てネット 事務局 )

〒：020-0022
ADD：岩手県盛岡市大通二丁目７−２０
ウエダビル３Ｆ
TEL：019-652-2910 FAX：019-652-9077
E-MAIL：info@iwate-kosodate.net
URL：http://www.iwate-kosodate.net/

