（特）やまがた育児サークルランド
事業名

平成 15 年度活動実績

特定非営利活動法人

子育て支援

山形県委託

やまがた育児サークルランド事業

「子育てランドあ〜べ」運営事業

みんなで「やまがた子育て応援団」
事業

Ｈ15

・山新コラム（36 回）

・おやこ交流事業

・ボランティア養成講座

通年継続

・保育者の派遣（92 回）

（広場の提供･月例行事）

・育児サークル支援

・遊びの出前、講師派遣

・おやこ学習事業

（リーダー研修会など）

（6 回）

（ＩＴ講座･手作り講座他）

・県内子育て情報提供

・病院ボランティア（9 回）

・一時預かり事業

★進化する子育て

・育児等相談事業

（地域づくりグループ連携広域学

（気軽に育児相談･育児サークル

習事業）

相談･発達相談･絵本相談・再就職

◆こどもの城との協働事業

相談・子育てカンセリング）

●ファーラとの協働事業

・育児情報提供

■南とうほくＳＵＮプラン広域連

（お知らせ版発行・ＨＰ公開）

携交流促進支援事業
Ｈ15 年 4 月

H15 年 5 月

・手作り講座（ビーズ）

・育児サークルリーダー顔合わせ

・ＩＴ講座

（山形市）

（Ｗｏｒｄ入門全 3 回 2 クール）

・子どもと親を支えるファシリテ

・こいのぼり親子工作

ーター養成講座（全 3 回）に参加

・総会

・ブロックの日

・育児サークルリーダー研修会貸

★公開講座

・手作り講座

し出し遊具の実演

「地域で子育て、みんなで子育て」 （オーガニックコットン）
新澤拓治氏

（山形市）

・ＩＴ講座
（Ｅｘｃｅｌ入門全 3 回 2 クール）
・発達講座
「子どもの遊びと発達」

H15 年 6 月

・新スタッフ説明会

・あ〜べ 1 周年記念事業

・リーダーわいわいトーク

・手作り講座（キッズエプロン）

（高畠町）

・ＩＴ講座

・絵本読み聞かせ講座

（はじめてのパソコン全 3 回）

（山形市）

・初めてママになった方のフリー

・親子リトミック（酒田市）

トーク（全 2 回）

・こどもまつり（新庄市）

・ふたごちゃん集まれ
・再就職相談会開始
H15 年 7 月

・吉岡てつを氏講演会

・七夕親子工作

・サークル交流会ｉｎ天童

・スタッフ研修

・手作り講座

（天童市）

・全体ミーティング

（牛乳パックで作るイスカバー）

・手遊び歌遊び講座（南陽市）

●リーダー研修会

・ＩＴ講座（超初心者）

「親子体操」

・ボランティア入門講座（全 2 回）

救急法

★「子育てサークル大集合」みん
なで夏祭り（白鷹町）

H15 年 8 月

・親子日本語教室

・手作り講座（石鹸）

・ニューズレター発行

・抱き人形をつくろう

・国文祭プレイベント参加

・フリートーク
「幼稚園ってどんなとこ」
親子ＩＴ講座「デジカメ活用術」
・ふたごちゃん集まれ
・さかなつり親子工作
・ブロックの日
H15 年 9 月

・新スタッフ説明会

・手作り講座（プリザーブド）

・託児サービスコース

●リーダー研修会「工作」

・IT 講座（インストラクター養成

（天童市）

・講座「自分らしく生きるために

全 4 回）

・ちびっこ運動会＆芋煮会

〜キャリアデザインの考え方〜」

・ＮＡＮＡ‑BEANS グランドオープ

（南陽市）

企業等連携による新事業創出支援

ン 1 周年記念イベント

・講座「読み聞かせのコツ」

事業

女性の働き方と仕事につい

（鶴岡市）

ての相談所つくり
H15 年 10 月

・スタッフ研修

救急法

・IT 講座（Word 初級全 3 回）

・絵本読み聞かせ講座

・国文祭くらしミュージアム展示

・親子ふれあい茶会

（山形市）

参加

（淡交会つばさ青年部）

・ニューズレター発行

・子どもＮＰＯフォーラム 2003ｉ

・手作り講座（ドライフラワー）

・託児サービスコース

ｎ山形

（高畠町）

・ファーラ市民企画講座

・託児サービスコース

「お父さん座談会」

（三川町）

・チェリアフェステバル

団体活

動発表（展示），親子で遊ぼう（ワ
ークショップ）
H15 年 11 月

H15 年 12 月

・ＨＰ作成講座（全 3 回）

・手作り講座（ビーズ）

・託児サービスコース

・ファーラフェステバル

・初めてママになった方のフリー

（新庄市）

◆子育てサークルリーダー研修事

トーク

・託児サービスコース

業（米沢市）

・CAP 大人ワークショップ

（村山市）

●育児サークルリーダー研修会

・IT 講座「HP 作成講座」全 3 回

・子育てネットワーク研究交流協

「調理実習」

・発達講座

議会（東京）出席

■アドバイザー1 回目

「子どもの遊びと発達」

・あい･ぽーと視察

・全体ミーティング

・手作り講座（リース）

・ニューズレター発行

・初孫講座（全 3 回）

・フォローアップ講座

年賀状作り

・クリスマスイベント（アートバ

習会（村山市）

◆マタニティコンサート、子育て

ルーン・人形劇・工作・クリスマ

・フォローアップ講座

サロン（山形市）

ス会）

習会（新庄市）

★ＩＴ技術の活用と育児

■アドバイザー2 回目

家族の

・フォローアップ講座

救急法講

救急法講

救急法講

習会（川西町）
・フォローアップ講座
習会（酒田市）

救急法講

H16 年 1 月

・スタッフ研修 絵本について

・手作り講座（ぬいぬい＆IT）

・フォローアップ講座

「ねぇ、かん子さんおしえて」

・育児サークル支援事業

ュレーション

（講師赤木かん子さん)

・親子交流事業「ドンとコドンの

・フォローアップ講座

・ネットワークイベント

ミニ劇場＆昔あそび」

習会（天童市）

「貴方から見えるハートフルな一

託児シミ

救急法講

・一日サークル体験（山形市）

枚」写真募集
・こどもの城全国フォーラムに出
席
・子育てふれあいトーク in 山形に
行こう（山形県家庭教育強化推進
事業）
■アドバイザー3 回目
H16 年 2 月

●育児サークルリーダー研修会

・子育てカンセリング開始

・ニューズレター発行

「親は子どもにどう性を伝える

・手作り講座

・布絵本の展示＆手遊び講座（新

か」

（フォーマルなビーズ）

庄市）

・IT 講座（Word 初級全 3 回）

・託児グループ研修交流会

・ひなまつり工作
・ひなまつり茶会
H16 年 3 月

・全体ミーティング

・あ〜べ会議

・育児サークルリーダー研修会反

・「貴方から見えるハートフルな

・赤ちゃんサロン

省会（山形市）

一枚」写真巡回展（県内 4 ヵ所）

・ＩT 講座（Ｅｘｃｅｌ初級全 3 回） ・親子体操（置賜）
・環境講座

・フォローアップ講座

・事業報告書作成

ュレーション
・事業報告書作成

託児シミ

