
事業名 特定非営利活動法人 

やまがた育児サークルランド

事業 

子育て支援 

「子育てランドあ～べ」

運営事業 

山形県委託 

みんなで 

「やまがた子育て応援団」

事業 

やまがた家庭教育

推進協議会委託 

家庭教育支援総合

推進事業 

H16 

通年継続 

･山形新聞コラム「子育て通信」

執筆（47 回） 

･保育者の派遣（111 回） 

･講師派遣（13 回） 

･病院ボランティア（11 回） 

･視察受け入れ（17 回） 

･理事会（11 回） 

･正会員ミーティング（24 回） 

･全体ミーティング（3 回） 

･スタッフミーティング（随時） 

★山形市子育てネットワーク

支援事業（山形市教育委員会社

会教育課） 

◆子育てネットワーク研究交

流協議会 

●男女共同参画社会づくりに

向けた県民参加への基盤づく

り事業（山形県委託） 

■山形市男女共同参画センタ

ー ファーラとの協働事業 

☆山形県中心市街地･中小商業

活性化推進事業 

◇環境紙芝居原画制作（山形県

委託） 

･親子交流事業 

(広場の提供･月例行事) 

･親子学習事業 

(IT 講座･手作り講座他)

･一時預かり事業 

･育児等相談事業 

(気軽に育児相談･育児

サークル相談･発達相

談･絵本相談･再就職相

談･子育てカウンセリン

グ) 

･育児情報提供 

(お知らせ版発行－隔

月･メールマガジン発行

－毎月･HP 公開) 

･子育て応援団コーディネ

ーター設置（県内 4 ヵ所－

村山地区、最上地区、置賜

地区、庄内地区） 

･ボランティア養成講座 

（託児サービスコース、読

み聞かせ講座、手作り講座

など） 

･地域別研修 

（村山地区：広げよう子育

てネットワーク、最上地

区：IT 活用で広げよう・

つなげよう・子育てネット

ワーク、置賜地区：子育て

支援活動の企画・子育て支

援者の人材育成、庄内地

区：先進事例の＆研修会と

子育てボランティアグル

ープ交流会） 

･育児サークル支援 

(リーダー研修会など) 

･県内子育て情報提供 

･相談 

 

･子育てサポーター

リーダー養成講座

（全 10 回） 

 

H16 年 4 月  ･作って遊べるわくわく

工作 

･手作り講座（春色ワイ

ヤーチョーカー） 

･IT 講座（はじめてのパ

ソコン全 3 回） 

･初めてママになった方

のフリートーク 

･育児サークルリーダー研

修会～顔合わせ＆ティー

タイム（山形市） 

 

 

H16 年 5 月 ･総会 ･こいのぼり親子工作 

･ブロックであそぼう 

･フリートークふたごち

ゃんあつまれ 

･手作り講座（母の日フ

･育児サークルリーダー研

修会～手作り貸し出し遊

具を使っての遊びの実践

（山形市） 

 

（特）やまがた育児サークルランド 平成 16 年度活動実績 



ラワーアレンジ） 

･IT 講座（ワード初級全

3 回） 

･発達講座「子どもの遊

びと発達」 

H16 年 6 月 ･スタッフ研修「救命救急講習」 ･父の日記念パパと手形

をとろう 

･あ～べ 2 周年記念イベ

ント 

･手作り講座（オーガニ

ックコットンでつくる

赤ちゃんのにぎにぎ） 

･IT 講座（はじめてのパ

ソコン全 3 回） 

･IT 講座（エクセル入門

全 3 回） 

･赤ちゃんサロン 

･お父さんとお母さんの

読み聞かせ教室 

･ニューズレター発行 

･1 日育児サークル体験（米

沢市） 

 

 

H16 年 7 月 ●ワークショップ「これまでの

自分の歩みを振り返ってみよ

う」（鶴岡市）講師：小林千枝

子さん（国立女性教育会館） 

■育児サークルリーダー研修

会～親子体操 

☆バーゲン託児 

☆七日町こども･おとな･かぞ

く写真コンテストおよび展示

会～写真募集 

･七夕親子工作 

･IT 講座（ワード中級－

POP チラシづくり講座

全 3 回） 

･IT 講座（暑中お見舞い

ハガキをつくろう） 

･CAP大人ワークショッ

プ 

･育児サークル交流会 in天

童（天童市） 

･地域別研修「子育て支援

活動の企画･子育て支援者

の人材育成 」～①会議

（米沢市） 

 

H16 年 8 月 ･花笠まつり参加 

☆七日町こども･おとな･かぞ

く写真コンテストおよび展示

会～写真募集 

･視察～第 1 回つどいの広場事

業研修セミナー 大島子ども

家庭支援センター 

･視察～仙台市子育てふれあい

プラザ「のびすく仙台」 

･ふたごちゃんあつまれ

･手作り講座（夏休み親

子モビール講習会） 

･IT 講座（ワード初級全

3 回） 

･IT 講座（デジカメ活用

術） 

･ニューズレター発行 

･読み聞かせ講座①（山形

市） 

 

H16 年 9 月 ●ワークショップ「自分自身の

ライフコースの選択について

【働く】ということから考えて

･NANA-BEANS グラン

ドオープン 2 周年記念

イベント 

･託児サービスコース（河

北町） 

･地域別研修「広げよう子

･子育てサポーター

リーダー養成講座

①公開パネルディ



みよう」（山形市）講師：萩原

なつ子さん（武蔵工業大学） 

●ワークショップ「次世代（子

どもたち）に伝えたい男女共同

参画の意識」（鶴岡市）講師：

萩原なつ子さん（武蔵工業大

学） 

■育児サークルリーダー研修

会～サークルでできる工作 

☆子育て支援商品展示･商店街

情報提供 

☆七日町こども･おとな･かぞ

く写真コンテストおよび展示

会～写真展示 

◇環境紙芝居「ちきゅうにやさ

しいおかいもの」発行 

･手作り講座（プリザー

ブドとドライフラワー

でつくる Celebrate な

Photostand） 

･IT 講座（エクセル入門

全 3 回） 

･IT 講座（パソコン自習

室全 3 回） 

･IT 講座（NEC シニア

＆ママの IT サポーター

養成講座全 2 回－共催）

･赤ちゃんサロン 

育てネットワーク～保育

に取り組むグループ編～」

①（山形市） 

･地域別研修「IT 活用で広

げよう･つなげよう･子育

てネットワーク」（新庄市） 

･地域別研修「子育て支援

活動の企画･子育て支援者

の人材育成」～②③会議

（米沢市） 

･読み聞かせ講座②（山形

市） 

スカッション「地域

みんなで支える子

育て～つどいの広

場･子育てサロン･

育児サークルの連

携を考える～」 

パネラー：江部直美

さん（山形市社協）

中橋恵美子さん（わ

ははネット）渡邉ゆ

り子さん（育児サー

クルひよこの会）渡

辺裕子（やまがた育

児サークルランド）

コ ー デ ィ ネ ー タ

ー：野口比呂美（や

まがた育児サーク

ルランド） 

H16 年 10 月 ･チェリアフェスティバル 団

体活動発表（展示）、親子で遊

ぼう 

☆子育て支援商品展示･商店街

情報提供 

･手作り講座（オーガニ

ックコットンでつくる

やわらかミトン） 

･IT 講座（初めてのパソ

コン全 3 回） 

･IT 講座（インターネッ

ト･メール講座全 3 回）

･発達講座「子どもの遊

びと発達」 

･マイバッグつくりと環

境紙芝居 

･託児サービスコース（長

井市） 

･託児サービスコース（酒

田市） 

･フォローアップ講座「救

命救急講習」（河北町） 

･育児サークルで「牛乳パ

ックパペット作り」講習

（新庄市） 

･地域別研修「子育て支援

活動の企画･子育て支援者

の人材育成」～④勉強会

「ベビーマッサージにつ

いて」「広場におけるお母

さんたちとのコミュニケ

ーション」⑤会議（米沢市） 

･②仙台市視察～エ

ル･ソーラ仙台 /エ

ル･パーク仙台、の

びすく仙台、子育て

ミニメッセ＆乳幼

児のためのプレイ

パーク） 

･③講座「子育てネ

ットワークの機能

と可能性」講師：山

川俊幸さん（国立女

性教育会館） 

H16 年 11 月 ★子育てサークル研修会支援

「やさしいリトミック」 

★子育てサークル研修会支援

「季節を感じよう」 

★子育てサークル研修会支援

「冬の室内運動」 

★子育てサークル研修会支援

･手作り講座（パワース

トーンでつくるビーズ

アクセサリー） 

･IT 講座（ワード初級全

3 回） 

･初めてママになった方

のフリートーク 

･フォローアップ講座「救

命救急講習」（川西町） 

･地域別研修「広げよう子

育てネットワーク～保育

に取り組むグループ編～」

②（山形市） 

･地域別研修「子育て支援

･④講座『「私らし

さ」を大切に』講

師：丸山政子さん

（ 子 育 て 支 援 の

NPO まめっこ） 



「心肺蘇生法を学ぶ」 

◆子育てネットワーク研究

交流協議会（文部科学省、国立

女性教育会館との共催）～基調

提案・事例発表・分科会・公開

講演会・親子プログラム・子育

てランドあ～べ見学会・・・公

開講演会「子育て支援の次なる

ステップにむけて ～子育て

ネットワークと行政の協働～」 

講師：大日向雅美さん（恵泉女

学園大学） 

■育児サークルリーダー研修

会～ワークショップ「女の子ら

しい・男の子らしいってなあ

に」講師：有川富二子（やまが

た育児サークルランド） 

･視察～第 3 回全国つどいの広

場事業研修セミナーin ぜんつ

うじ 

･CAP大人ワークショッ

プ 

活動の企画･子育て支援者

の人材育成」～⑥赤ちゃん

広場の実施（米沢市） 

H16 年 12 月 ★子育てサークル研修会支援

「親子ビクスを体験」 

●ワークショップ「社会参加へ

のきっかけづくり」（山形市）

講師：粟生田三男さん（岩沼市

在住） 

●ワークショップ「ライプラン

づくりをとおして自分の生き

方を考えよう」（米沢市）講師：

久恒啓一さん（宮城大学） 

●ワークショップ「向老期への

ソフトランディングに向けて」

講師：伊藤眞知子さん（東北公

益分科大学） 

☆バーゲン託児 

☆子育て支援商品展示･商店街

情報提供 

･クリスマスイベント

（とんとん） 

･手作り講座（ミニほう

きをつかったクリスマ

ス壁掛け） 

･IT 講座（ワード中級－

宛名印刷をマスターし

よう全 3 回） 

･IT 講座（年賀状をつく

ろう全 2 回） 

･赤ちゃんサロン 

･あなたの職業適性診断

･まだまだ間に合う産後

のエクササイズ 

･ニューズレター発行 

･フォローアップ講座「救

命救急講習」（酒田市） 

･地域別研修「IT 活用で広

げよう･つなげよう･子育

てネットワーク」実践編

（新庄市） 

･地域別研修「子育て支援

活動の企画･子育て支援者

の人材育成」～⑦反省会

（米沢市） 

･地域別研修「視察＆研修

会」～「障がいをもつお子

さんの託児について」＆子

育てランドあ～べ視察（鶴

岡市→山形市） 

･「あなたにも作れる世界

に一つだけのパネルシア

ター」（新庄市） 

･⑤講座「活動の見

直しと質の向上で、

よりよい子育て支

援を！」講師：山根

眞知子さん（NPO

事業サポートセン

ター） 

H17 年 1 月  ･日本の昔あそび 

･手作り講座（裁縫が苦

手なあなたの入園入学

袋物準備講座－基本編）

･育児サークルで「手袋人

形作り」講習（新庄市） 

･地域別研修「広げよう子

育てネットワーク～保育

･⑥講演「カナダの

子ども家庭支援～

人権に根ざした家

族支援～」講師：伊



 

･IT 講座（はじめてのパ

ソコン全 3 回） 

に取り組むグループ編～」

③（山形市） 

志嶺美津子さん（関

東学院大学） 

･⑦演習Ⅰ「ノーバ

ディズ･パーフェク

トに学ぶ」講師：田

島昌子さん（子ども

家庭リソースセン

ター） 

･⑧演習Ⅱ「ファシ

リテーションを体

験する」演習Ⅲ「親

グループのファシ

リテーション」講

師：伊志嶺美津子さ

ん（関東学院大学）

H17 年 2 月 ★子育てサークル研修会支援

「見て、作って・・・人形劇」 

･ひなまつり親子工作 

･ひなまつり親子茶会 

･手作り講座（裁縫が苦

手なあなたの入園入学

袋物準備講座－応用編）

･IT 講座（ワード初級全

3 回） 

･IT 講座（パソコンイン

ストラクター養成講座

全 3 回） 

･働くママのおしゃべり

サロン 

･ニューズレター発行 

･1 日育児サークル体験（山

形市） 

･地域別研修「庄内地区の

子育てボランティアグル

ープ交流会」（鶴岡市） 

･手作り講座（米沢市） 

･⑨講座「みんなと

つながる楽しさは

子どもたちとお母

さんたちに教わっ

た～山形でもらっ

た幸せな 10 年と今

～」講師：柴崎妙子

さん（高槻市在住）

H17 年 3 月  ･春のお楽しみ会（旅ガ

ラス一座公演） 

･IT 講座（エクセル入門

3 回） 

･赤ちゃんサロン 

･初孫講座 

･子育て支援 NPO フォー

ラム（山形市）講師：山縣

文治さん（大阪市立大学） 

･育児サークルリーダー研

修会～反省会（山形市） 

･育児サークルで「手袋人

形作り」講習（新庄市） 

･育児サークル･保育ボラ

ンティアグループの運営

と支援のためのノウハウ

集「広げよう！子育ての

輪」の発行 

･事業報告書作成 

･⑩講座「子育てサ

ロンからみる今ど

きの親～親も子も

一緒に育つ場づく

り～」講師：雲雀信

子さん（子育てサポ

ーター･チャオ） 


