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第３回地域再生大賞 北海道・ 仮認定NPOに認定されました！
東北ブロック賞受賞しました！
いわて子育てネットが、岩手県より特定非営利活動法人

（NPO法人）に認証されたのは2004年１月。以来、岩手県

域で子育て環境向上のため、多様な子育て支援活動を行
地域活性化に取り組む団体を支援しようと、全国の地方
新聞46紙と共同通信社が2010年度に創設した「地域再生
大賞」。
この度、第３回地域再生大賞が決定し、いわて子育
てネットは「北海道・東北ブロック賞」
（副賞10万円）を受賞
しました。
岩手日報社様の推薦をいただいたいわて子育てネット
は昨年第１次選考を通過し、12月、大賞選考委員会委員長

っております。おかげさまで2013年２月、岩手県より仮認定
NPO法人に認定されました。
これは、NPO法人よりさらに
公益性のある認定NPO法人を目指す私どもには、
とても励
みになるものです。
これもひとえに日ごろよりご支持・ご支
援をしてくださる皆さまのおかげです。
仮認定NPO法人に認定されたことで、個人・法人を問わ
ずご寄附をしてくださる方には、認定NPO法人とほぼ同じ

の岡本義行さん（法政大学大学院教授）、委員の三神万里

税制上の優遇措置が受け

子さん（キャスター）、共同通信社の錦織綾恵さんの視察を

られるようになりました。つ

受け、
この度の賞を受賞しました。授賞式は2013年２月14

きましては、
さらなるご支援

日、東京都千代田区の日本プレスセンターで行われ、両川

のほどを賜りますようお願

いずみ副理事長兼事務局長が出席いたしました。
受賞にあたって、たくさんの方からお祝いのメッセージ
をいただきました。ありがとうございました。

い申し上げます。
ᖺ᭶᪥ࠊᮧ㌷୍⌮㛗
୧ᕝ࠸ࡎࡳ⌮㛗┴ົᒁ㛗ࡀ┴
ᗇฟྥࡁࠊㄆᐃドࢆ࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓ

※ご寄附について詳しくは
８Pをご覧ください
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平成24年度

委託事業

平成24年度、いわて子育てネットが受託した事業は以下のとおりです。
・岩手県より：子育てサポートセンター／「『あしたにジャンプ』ちびっこジムがやってくる」
・盛岡市より：盛岡市つどいの広場KOKKO／盛岡市つどいの広場にこっこ／ちびっ子ジムjump!
・内閣府より：新たな一歩プロジェクト
以下にそれらの取り組みをご紹介いたします。

子育てサポートセンター

平成18年４月、盛岡駅西口の県民情報交流センター（アイーナ）６階
に設置された「子育てサポートセンター」は、いわて子育てネットが岩
手県より受託した事業です。就学前の子どもと親、子育てサークルが自主的な活動に利用できる施設として、県内から
はもちろん、県外からも利用者が訪れます。

事業内容
●子育て中の親子 ・ 家族や子育てサ
ークルの活動を支援し、 仲間づくり
や情報交換の場を提供します。
●子どもの発育や健康、しつけなど子
育てに関する悩みや相談へのアドバ
イスを行います（専門機関や身近な
相談機関への取り次ぎ、紹介も）。
●県内の子育てに関する情報の収集と提供。具体的には、ホー
ムページで情報を発信。また、機関紙『にこっと』、センターだよ
り、県内の子育て支援情報をまとめた「子育て情報便」を発行し
ています。
●子育てに関するママやパパ向けの講習会、指導者向け研修
会などを実施します。

サポートルームは遊びの場、
そして心強い相談の場
アイーナ６階の一角を占める子育てサポートセンターは、ガラス
張りの開放的なスペースに、すべり台やトンネルなどの遊具が置
かれています。そのほか、手づくりおもちゃなど子どもが遊ぶた
めのものがたくさん！
盛岡駅にほど近い、ランドマーク的存在のアイーナ内にあるか
らか、初めて盛岡を訪れる転勤族のママさんたちが子育て情報
を得ようと足を運んでくださいます。来館者も、いわて子育てネッ
トが運営する事業所の中で最も多く、一日平均100人前後の方に
ご利用いただいています。
各種講座はもちろん、
定期的に開催している
相談会など、ぜひご利
用ください。

●パパ・ママ講座

・離乳食、幼児食のすすめ方講座
・パパが作る家族のための料理教室
・トイレットトレーニング講座
など、子育てに関する講座を行って
います。

●相談対応

子育てに関する相談を、専門の先生やスタッフが対応して行
います。
・赤ちゃん相談（助産師）…毎月第２水曜、13:00～16:00
・栄養相談（管理栄養士）…毎月第４木曜、13:00～16:00
・子育てなんでも相談日（保育士）…毎月最終月曜、
9:00～17:00
※その他、随時相談可能です。お気軽にスタッフに声をかけ
てください

●その他イベント

・お誕生会…毎月第３金曜、10:30～11:00
・いっしょにあそぼう！…毎月第４木曜、10:30～11:00
・季節の遊び…七夕、お月見だんご作り、クリスマスコンサー
ト、節分など、季節ごとのおたのしみ会です

●子育て支援指導者向け研修会
県内各地の支援センターや子育て広場に携わる人、行政担
当者、一般を対象に年４回開催します（ワークショップ、実技
研修などを含む）。

広い受付スペース。まずは
気軽に声をかけてくださいね

マリオス
盛岡駅
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子育てサポート
センター
（アイーナ６F）

所在地：盛岡市盛岡駅西通1-7-1 アイーナ６階
電話：019-606-1764
開館時間：9:00～17:30 年中無休（12/29～1/3除く）
利用料：無料
※駐車場は有料駐車場をご利用ください。
http://www5.pref.iwate.jp/~hp0359/childcare/

平成24年度

委託事業

盛岡市つどいの広場 KOKKO
街の繁華街・大通商店街にある「盛岡市つどいの広場KOKKO」
は、転勤などで他県から盛岡へ移り住むママたちの心強い拠り
所。気軽に立ち寄れる居心地のいい場所を提供し、遊びはもち
ろん、子育て情報の提供、セミナーの開催などを行っています。
子育てママが、気軽に立ち寄れて相談できる場所を―。いわ
て子育てネットが盛岡市より受託して、「盛岡市つどいの広場
KOKKO」を開設したのは2006年７月のこと。施設内は持ち込
みのお弁当を食べられる「もぐもぐコーナー」、みんなで遊べる
「わいわいコーナー」、赤ちゃんのための「よちよちコーナー」、
そして「セミナールーム」などのコーナーがあります。
また、場所柄、大通商店街と連携して街のにぎわいづくりの
一役を担っています。たとえば…

歩行者天国を利用して、
なつまつりや運動会を開催
2012年は７月に「なつまつり」、９月に「運動会」を開催。ちび
っ子たちがワイワイ水遊びをしたり、スイカ割りに興じたり、一
生懸命駆けっこしたり…そんな微笑ましい姿を見て、道行く人
は思わず足を止め、声援を送ってくださいました。大通商店街
の皆さまのご協力をはじめ、学生・パパさんボランティアのご
協力があってこそ、スタッフも滞りなく運営することができまし
た。心より感謝いたします。

KOKKOで行うセミナー、相談など
●子育て情報セミナー

・ようこそ盛岡へ…転勤族のご家族が対象。親同士の情報交
換、盛岡の名所、子連れで行ける場所などの紹介。
・幼稚園ってどんなとこ？…入園予定の子どもを持つ親が対
象。市内の幼稚園の現役園長先生が講師。
・盛岡の冬のすごしかた…転勤族のご家族が対象。厳しい盛
岡の冬を乗り切るための名物セミナー。衣類の選び方、外遊
びのことなど。

●定例のイベント

・おはなしポン（偶数月開催）…絵本読み聞かせ、紙芝居、ペー
プサートなど
・お楽しみ会（奇数月開催）…季節に合わせた親子のふれあい
遊び

●相談対応

なつまつりの様子↑→

・なんでも相談（毎月第２火曜、終日）
・栄養相談（毎月第１金曜、
13:00～16:00）
・おもちゃ病院（毎月第３
日曜、10:00～18:00）
・リサイクル工作（不定期）

盛岡
せんべい

運動会の様子

MOSS

遊びに来てね！

KOKKOのスタッフ

KOKKO
（４F）

いわて子育てネット

映 画 館 通 り

ミルクの空き缶を使ってさん
さ太鼓を親子で作り、たたい
てみました（お楽しみ会）↓→

（ウエダビル３F)

所在地：盛岡市大通2-6-8
セントラルガーデンスクエア４階
電話：019-624-8855 開館時間：10:00～17:00
㊡月曜、お盆、年末年始
利用料：無料
※駐車場：平日のみ、MOSSビル駐車場を8:00～18:00まで、
300円でご利用できる券を受付にて販売します。
駐車券をご提示ください。
ブログ http://blog.livedoor.jp/tsudoi_morioka/
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盛岡市つどいの広場 にこっこ

震災があった年に移転を余儀なくされた「盛岡市つどいの広場にこっこ」が、
2012年10月、再びもとの場所へ。変わらずたくさんの出会いがありますようにと、
スタッフ一同気持ちも新たにがんばっています。
親子で自由に遊べる場所を提供したい―。いわて子育てネッ
トが盛岡市より受託して 「盛岡市つどいの広場にこっこ」 を開
所したのは 2010 年９月。 ０歳～就学前の子どもとその家族を
対象とした子育て支援施設として、 当初は盛岡市中ノ橋通に
ある中三デパー
ト盛岡店の４階
をお借りしての
運営でした。 「孫
かて （孫育て）」
をする祖父母世
代からも 「利用
し や す い」 と ご
好評をいただき
ま し た。
ところが、 東
日本大震災とデ
パート内の事故
の後、 「プラザおでって」 や平金ビルと１年の間に何度か移転
を余儀なくされ、 落ち着かない日が続きました。 それが 2012
年 10 月、Nanak （ななっく） として生まれ変わった旧中三デパー
トのもとの場所へ戻ることができ、 スタッフ一同、 気持ちも新
たに 「にこっこ」 の運営に取り組んでいます。

木の香漂う空間で、
親子でくつろぎのひとときを
「にこっこ」の特徴は、なんといっても県産木材をふんだんに
使った広いスペース。フィトンチッド（森林の香り）を感じるくつろ
ぎの空間になっています。スタッフが工夫を凝らした壁の飾り
付け、訪れた親子が利用しやすいように配慮された設備…リ
ピーターも多く、うれしいかぎりです。
こちらでは、毎月の定期イベントや相談対応のほか、ひなま
つり、七夕、ハロウィン…など季節に合わせたイベントを催して
います。昨年12月のクリスマスのイベント「クリスマイル」では、
上野理恵子先生（音楽教室主宰、いわて子育てネット副理事
長）による、たくさんの手あそびや歌をみんなで楽しみました。
また、スタッフは「ぐりとぐら」のお話を
披露。催し物に関しては、館内の掲示
物やブログで随時お知らせしています。
ぜひご参加ください。
Nanak へ移転後、 初めてのク
リスマスイベント。 たくさんの親
子に参加していただき、 大いに
盛り上がりました！ ↓→

（上）Nanak4階に来たら、
無垢材の壁が目印の「にこ
っこ」。（左）フードコーナー
や授乳スペースも備えてい
ます

にこっこ のイベント

● あのねのね…毎月第３月曜11:00～

スタッフによる絵本の読み聞かせ、手あそび、紙芝居など

絵本「コッコさんとあめ
ふり」を読んだ後、タオ
ルでてるてる坊主を作
りました（あのねのね）

●

● 赤ちゃん相談…毎月第３金曜、10:00～12:00

栄養士資格を持つアドバイザーが来館。離乳食などのスタ
ート・目安にも役立ちます。

● なんでも相談…毎週第３木曜（終日）

子育ての悩みや不安はひとりで抱えず、気軽に声をかけて
ください。スタッフが個別に対応します。

● イベントウィーク

季節に合わせた造形あそびを行います。2013年１～３月は
「オニさんのツノキャップとオニさんエプロン制作」「オニさんで
あそぼう！」「にこっこ雛をつくろう」を実施しました。
所在地：盛岡市中ノ橋通1-６-８ Nanak（ななっく）４階
電話：019-681-9722
開館時間：10:00～17:00 ㊡火曜、祝日、お盆、年末年始
利用料：無料
※駐車場に関してはお問い合わせください。
ブログ http://blog.livedoor.jp/tsudoi_nikokko/
盛岡バス●
センター

岩銀●
ホットライン
サカナチョウ

●プラザおでって
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にこっこ
（Nanak4F)

スタッフに気軽に声を
かけてくださいね！

平成24年度
生涯現役・全員参加・世代継承型雇用創出事業
乳幼児体育あそび推進事業

委託事業

ちびっこジムjump!
子どものための室内遊び場、
「ちびっ子ジムjump!」が盛岡市大通に
常設オープンしたのは、2012年４月。
以来、毎日、たくさんの親子に
ご利用いただいています。

エアーキャッスルは子どもに大人気↑→

震災後のストレス発散を目的に、外遊びの機会の少ない冬
季、期間限定で盛岡市大通の空き店舗に「ちびっ子ジムjump!
（ジャンプ）」が初お目見えしたのは2011年12月。公益社団法
人日本フィランソロピー協会のご協力により大型遊具「エアー
キャッスル」を備えた「jump!」は、多くの利用者から好評をいた
だきました。
「街なかに子どものための遊び場を」―平成24年度は、盛岡
市より事業を受託して常設運営しています。
エアーキャッスルのような大型遊具を備えた室内遊び場は、
北東北ではここjump!だけ。ほかにもサイバーホイール、
県産木材を使った木の遊具、ボールプール、サッカーあ
そび、バスケットボールあそび…充実の設備はぜひ、実
際に来て体験してみてください。保育士の資格（幼稚園
教諭２種免許）を持つスタッフが、明るく元気に応対しま
す。おむつ替えや授乳のためのスペースもあり、子育て
ママも安心です。
←↑サイバーホイール（左）、
クライミング＆ジャングルジム
（右）の木製遊具

体育教室、ダンスレッスン、
イベントもりだくさん

↑ボールプールや授乳スペ
ースがあるベビーコーナーも
↑スポーツフェスティバル
↓レッツダンスの様子

ソフトブロック、跳び箱、てつぼう、平均台…。あ
そび以外にも、 jump! では成長期の子どもの体力
づくりをサポートするイベントを用意しています。２
～６歳を対象にした「親子体育あそび教室」、スタ
ッフによるダンス教室や体育教室、スポーツフェス
ティバル…。また、子育てママにリラックスタイムを
と「ママのためのハワイアンフラ教室」なども。
2013年は利用者がより楽しめるようにと、さらに
パワーアップを図ります。子どもも保護者も「jump!
に来てよかった」 「そうだ、jump!に行こう」 と思って
いただけるようさまざまな工夫を凝らします。館内
の掲示やブログ、ホームページなどをチェッ
クしてくださいね。また、子育てサークルや子
供会の催し物をする場としてもご利用できま
す。詳しくはお問い合わせください。

「親子体育あそび教室」
指導の岩渕みどり先生

所在地：盛岡市大通2-6-8
セントラルガーデンスクエア３階
電話：019-651-1130 開館時間：10:00～17:00
㊡お盆、年末年始
利用料：子ども１人300円（0歳～）、兄弟２人目より200円
持ち物：着替え、タオル、水分補給のための飲み物。
必要な方は上履きなど
（基本的に、はだしでご利用いただきます）
※大人無料。被災し、盛岡に移られた方は無料。
※必ず保護者同伴でご利用ください。
※駐車場：平日のみ、MOSSビル駐車場
を8:00～18:00まで、300円でご利用きる券を受付にて販売
します。駐車券をご提示ください。
ブログ http://blog.livedoor.jp/jump_morioka/

MOSS

ちびっ子ジム
jump!

いわて子育てネット

映 画 館 通 り

親子体育あそび教室の様子↑→

盛岡
せんべい

（ウエダビル3F）

スタッフ一同、お待ちしています！
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平成24年度

委託・自主事業

新しい公共の場づくりのためのモデル事業

子どもの遊び復興支援事業

「あしたにジャンプ」
ちびっこジムがやってくる
東日本大震災で甚大な被害を受けた岩手県沿岸地域。今なお、公園
や学校の校庭には仮設住宅が立ち並び、子どもたちが元気に遊べる
「遊び場」がありません。沿岸地域の子育て家庭の皆さんへ、楽しみな
がら「運動あそび」でストレス解消を―。心と体の安定をはかる取り組み
として、いわて子育てネットが岩手県より受託して実施しました。
●出前体育遊び（2012.6～2013.2 全28回実施）
開催市町村：陸前高田市、大船渡市、普代村、大槌町、野田村、宮古市、
田野畑村、久慈市、洋野町、釜石市

●運動遊びインストラクター養成講座（2012.6～9 全３回実施）
開催市町村：盛岡市、宮古市
「運動あそび」による子育て支援者育成プログラム。現役保育士、保育士
OG、市町村の子育て支援担当者、地域体育指導員などが参加しました。
●子育て支援会議（2012.8～2013.1 全３回実施）
開催市町村：宮古市、釜石市、陸前高田市
被災地での支援のネットワークをさらに広げ、支援向上のきっかけづくりの試
みとして、各市町村や教育委員会、社会福祉協議会、主任児童委員、子育て
支援施設の先生、子育て中のお母さんに参加していただき、情報交換を懇談
会形式で行いました。

内閣府復興支援型地域社会雇用創造事業
社会的企業人材創出インターンシップ事業

新たな一歩プロジェクト

地域で役立つお仕事にチャレンジしよう！
内閣府より受託した被災地
復興支援事業「新たな一歩
プロジェクト」を、就労支援事
業「地域で役立つお仕事にチ
ャレンジしよう！」として展開。
「子育て支援編」「チャレンジ
ショップ編」「心を育てる編」「外遊
び編」の全４弾を６～11月にわた
って開講、専門分野の講師をお招
きして、多彩なプログラムを用意。参加した受
講生はのべ人数38名。アフターフォロー編と
して、受講生が講師になって開講した４講座
も好評でした。
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自主事業

パパとキッズの森あそびクラブ

「自然の中で五感を働かせ、親子で思いきり遊ぼう！」と
いう趣旨のもと、2012年７月より隔月の第２日曜開催。平成
24年度は計５回、盛岡城跡公園と盛岡市都南つどいの森を
会場にターザンぶらんこ、ネイチャーアート、雪遊び、バーベ
キュー…大人も子どもも大満足のひとときを過ごしました。
講師の川村晃寛さんは、自然遊
びグループ 「あかばやし探検隊」
を主宰。自然遊びの達人指導のも
と、親子で元気に遊びませんか。
《平成25年度 第１回パパとキッズの
森あそびクラブ》参加者募集
●開催日時／2013年５月12日（日）
10:00～12:00
●場所／盛岡城跡公園
●参加費／会員１家族1,000円、
非会員（事前申込み）1,300円、（当
日）1,500円
●申込み・問い合わせ／
いわて子育てネット事務局
電話019-652-2910

平成24年度 自主事業
平成24年度に行った、いわて子育てネットの自主事業をご紹介します。「パパとキッズの森あそびクラブ」
「にこにこ園」「あいアイハウス」…長年子育て支援に取り組むいわて子育てネットならではの、
※「パパとキッズの森あそびクラブ」は6Pで紹介しています
いずれもご好評をいただいている人気の事業です。
自主事業

入園準備支援事業

にこにこ園

幼稚園や保育園に入る前の、初めての集団生活を「にこにこ園」で体験
させてみませんか。未就園児のための「にこにこ園」は平成24年度、
当初は木曜コースのみからスタートしましたが、第２期・３期は月・火曜
コースを増設。保育士のきめ細かな目配りのもと、子どもたちは
目覚ましい成長を遂げました。
２～３歳の未就園児集まれ！ いわて子育てネットの自主事業
「にこにこ園」は、子育てママをしっかりサポートします。にこにこ
園で初めての社会生活を送ることで、幼稚園へも心配なく通わせ
ることがきっとできるはず。卒園生のママたちからは「おむつはず
しの刺激になりました」「親がいないところで、みんなと楽しく過ご
せて感動です」「お片づけができるようになりました」…など、うれ
しい声が届いています。
ただ今、平成25年度第１期参加者を募集中です！

遠足、運動会、クリスマス会…
イベントもたくさんあります

病院で治療を受ける患児と
その家族のための宿泊施設

自主事業

子どもが難病やケガで家から遠い病院に
入院、通院しなければならないとき、付き添
い家族の宿泊施設としてご利用いただけた
ら。そんな思いから生まれた「あいアイハウ
ス」は、いわば“病院近くの第二のわが家”
です。
平成24年度は計29組のご家族にご利用
いただきました。身体的、精神的にもつらい
闘病の時を、少しでも落ち着ける環境で家
族一緒に過ごしてほしい。スタッフ一同、ご
利用をお待ちしています。

あいアイハウス

《あいアイハウスとは》
盛岡市内にある2DKのアパートの一室で
す。一般的な生活ができるだけの設備、備
品を備えてあるので身の回り品だけお持ち
になってご利用できます。
●対象／岩手医科大学附属病院等で治療
を受ける患児とその家族（定員５名）
●利用料／１泊２日 １人1,000円、日帰り１
人500円、寝具利用料１組500円
※患児は無料
●申込み・問い合わせ／いわて子育てネット事務局 電話019-652-2910

いわて子育てネット事務局がある「コミュニティスペース にこにこ」
では、各種セミナーを開催しています。また、施設内の託児ルーム
では、一時預かりも。
一時預かり、訪問サポート、産前産後サポートを利用するには
「にこにこサポート会員」への登録が必要です（年会員2,000円、月
会員200円）。ご利用者には、スタッフのきめ細かなサポートが人
気。詳しくは、お気軽にお問い合わせください。

KOKKO（4F）
jump!（3F）

映画館通り

●にこにこサポート（一時預かり、訪問サポートなど）
●幼児教室 「リズムであそぼう！」など
●ママ講座 「ママのゆったりヨガ」ほか、各種セミナー
●結婚相談窓口事業 「親婚」

ローソン

コミュニティスペース にこにこ

盛岡
せんべい

自主事業

《平成25年度第１期 木曜コース 参加者募集》
●実施期間／５月16日～８月29日の木曜、10:00～12:00（全10回）
●場所／にこにこルーム（盛岡市大通2-7-20 ウエダビル３階）
●参加費／30,000円（全10回分、保険代、おやつ代、教材費含む）
※前納制。ただし、事前連絡のうえお休みする場合は返金します
（１回2,000円）。
※体験入園あります（１回3,000円）。詳しくはお問い合わせを。
《申込み・お問い合わせ》
いわて子育てネット事務局 電話019-652-2910
ブログ http://npoiwate.exblog.jp

コミュニティスペース

MOSS にこにこ
（ウエダビル3F）

《コミュニティスペース にこにこ》
所在地：盛岡市大通2-7-20 ウエダビル３階
電話：019-652-2910 FAX:019-652-9077
開館時間：月～土曜 10:00～16:00（日曜、祝日休み）
※ご利用には登録が必要です
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from 事務局

●ご寄附のお願い

いわて子育てネットは、会員の皆さまからいただく年会
費やご寄附・ご協賛・助成金などで運営されています。
2013年２月、岩手県より仮認定NPO法人に認定された
ことで、寄附者（個人・法人）に対する税制上の優遇措置
を受けられるようになりました。
◆個人の場合
・所得税…寄附金税額控除の税制優遇が適用になります。
*所得控除の選択もできます
→（寄附金額－2,000円）×40% = 所得税税額控除
・住民税…都道府県または市区町村が条例で指定した場合、
寄附金税額控除（最大で10%）が適用されます。
詳しくはお住まいの市区町村の税務担当者にご確認ください。
◆法人の場合
・一般寄附金の損金算入限度額とは別に、損金算入限度額の
枠が拡大されます。

いただいた寄附金は、主にいわて子育てネットが行う
自主事業（6～7Pをご覧ください）
に使われます。趣旨・活動に
ご賛同のうえ、所定の 「寄附
申込書」にてお申込みください
ますようお願いいたします。

東北ブロック賞を受賞して

授賞式があるプレスセンターの10階ホールに着くと、大
勢の人がすでに集まっていました。受賞した50団体と全国
の地方新聞の記者、関係者の方々です。最前列には大賞
「島の風」（沖縄）、準大賞の「山形国際ドキュメンタリー映
画祭」（山形）、「京町家再生研究会」（京都）が並び、私が
案内されたのはその隣の席でした。こんなに大きな賞だっ
たのかと、不覚にもそのとき気づいた次第です。
大賞・準大賞の方々と審査委員の方々によるパネルディ
スカッションでは、どの団体も長年地道に取り組まれ、住
民や専門家とのネットワークと知恵が光っていました。活
動が骨太にちゃんと立っている、そう感じました。表彰式に
参列して、地域の課題解決、地域再生の方法は新しいだ
けのもの、外から持ってくるものだけではなく、地域の暮ら
しの中に資源とヒントがあるものと教えられたような気がし
ます。
帰りの新幹線の中では、これからの私たちの活動も皆さ
まの応援を受けながら、
しっかり地に足を付け
進んでいこうと、そんな
思いでいっぱいでした。
（2013.2.26筆）

両川いずみ

※申込書はHPからもダウンロード
できます。詳しくは、事務局まで
お問い合わせください

賛助会員 (個人)

●地域再生大賞北海道・

いわて子育てネット
副理事長兼事務局長

中村緑、馬場より子、高橋雪文、
樋下正信、小野寺好、飯澤匡

賛助会員 (団体)
有限会社フォーライフ、株式会社ジェイエスエス、詳しくは事務局まで
正会員(個人) 60 正会員(団体) 2 プレ会員(個人) 3 プレ会員 (団体) 3
コットンスペース、産科婦人科 吉田医院、マタニティ
理事長
村井 軍一 （村井産婦人科医院院長）
クリニック小見産婦人科、医療法人さくら会 さくら
3 プレ会員(個人) 5 プレ会員 (団体) 4
副理事長 50
両川正会員(団体)
いずみ （ヒューマンステーション主宰）
ウィメンズクリニック、夕顔瀬産婦人科医院、医療法人 正会員(個人)
兼事務局長
緑生会 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、アイクレオ株式会社仙台営業所、 副理事長 井上 孝之 （岩手県立大学准教授）
若林 みどり （桜城・松園児童館指導員）
村井産婦人科医院
上野 理恵子 （音楽教室主宰）
理事
吉田 耕太郎 （産科婦人科 吉田医院院長）
三浦 義孝 （みうら小児科院長）
智田 文徳 （岩手晴和病院理事長）
飯塚 肇詳しくは事務局まで
（会社役員)
監事
黒川 賀重 （黒川産婦人科医院院長）
あなたの子育ての知識・経験を求めています。
金沢 滋
（会社役員）
会員になって、子育て支援の企画・運営をして
高橋 雪文 （元岩手県議会議員）
顧問
みませんか。
ご連絡をお待ちしています。
関根 敏伸 （岩手県議会議員）
詳しくは事務局までお問い合わせください。
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）
個 人
団 体
年会費
2013年4月1日現在
三浦 陽子 （元岩手県議会議員）
敬称略・順不同

会員募集中

正会員

賛助会員

3,000 円

5,000 円

10,000 円
（１口）

編集後記
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前号のニューズレター発行から１年以上が過ぎ、ようやく 16 号をお
届けすることができました。会員のみなさまにはご心配・ご迷惑をお
かけしましたこと、心よりお詫び申し上げます。
最近ではブログ、Twitter、FaceBook …など、コミュニケーションツ
ールもさまざまで時勢についていくのもやっとですが、これらのツール
を使って、情報発信を心がけ更新に努めたいと思います。新年度もど
うぞよろしくお願いいたします。
( いわて子育てネット 事務局 )

編集・発行
特定非営利活動法人いわて子育てネット
〒020-0022
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.com
URL：http://www.iwate-kosodate.com/

