
Ⅱ．特定非営利活動法人 やまがた育児サークルランドの事業に関する事項 

 

１．育児サークルや育児支援サークルの支援とネットワーク化事業 

  （1）育児サークルリーダー研修会  

・顔合わせ＆ティータイム 4/25 26サークル 大人36名 託児35名 

・ランドの貸し出し遊具を使って 5/24 20サークル 大人30名 子ども40名 

・サークルで使える遊びの紹介 7/8 20サークル 大人41名 子ども45名 

・サークルでできる工作 9/6 17サークル  

・調理実習 11/21 11サークル 親子11組 大人11名 子ども12名 

・ワークショップ 1/19 9サークル 大人16名 託児15名 

・リーダーさん反省会 3/1 19サークル 大人19名 託児 20名 

  （2）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） 

    ・講話とフリートーク 9/16 

    ・リトミック体操   10/25 

    ・リトミック体操    10/27 

    ・リトミック体操    11/10 

    ・リトミック体操    11/11 

    ・リトミック体操    11/24 

    ・親子で人形劇鑑賞   2/25 

  （3）厚生労働省委託 緊急サポートネットワーク事業 やまがた子育てサポート応援団 

・ネットワーク会議 3/15 

  （4）平成17年度子育て支援NPOネットワーク推進事業 

・保育グループネットワークに向けての懇談会 6/3 

・村山地区育児サークル支援のための遊具製作 11/1.7.8 

・育児サークル訪問 12/6～1/24 9サークル 

  （5）その他 

    ・遊具の貸し出し 

    ・絵本、紙芝居の貸し出し 

２．保育事業 

派遣託児 派遣託児の実績 95回 

３．育児や育児中の生活に関する情報収集と提供事業 

  （1）やまがた育児サークルランドのホームページの公開 

  （2）やまがた育児サークルランドのメールマガジンの発行（毎月１日、登録者に） 

  （3）やまがた育児サークルランドお知らせ版「みんなであそぼ」製作、印刷、発行（隔月） 

     隔月5日発行（Vol.40～Vol.45）、2200部 

  （4）山形新聞「子育て通信」の執筆（毎週月曜日）No.185からNo.221（～12月） 

     山形新聞「家族通信」の執筆（毎週水曜日）No.1からNo.12（1月～） 

４．女性や育児中の方々の人材育成に関する事業 

  （1）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  

子育てサポーターリーダー養成事業（全10回） 



・一緒なら、きっと、大丈夫～今、つどいの広場で出会うこと～ 7/28 

・行列のできる講座企画の作り方～人を呼び込む講座とは～ 8/25 

・リーダーに必要なコミュニケーション術～ひとの話を上手に聴くことからはじめましょう～ 

9/8 

・県内拠点型子育て支援スペース視察①庄内ｺｰｽ 9/12 ②村山ｺｰｽ 9/15 

・子育て支援とは？！～子育てネットワーク＠大分が教えるコツ～ 9/29 

・今私たちができる子育て支援って？～子育て支援スペース視察で見えたこと～10/13 

・元コピーライターが教える ＮＰＯの広報大作戦 11/10 

・子育て支援者が‘育つ’ということ 12/15 

・子育て支援者の研修のあり方～支えあい、高めあうために～ 1/26 

・公開講座「育ちの構造」～子ども達と、ずっと楽しく関わっていくために～ 2/9 

（2）厚生労働省委託 緊急サポートネットワーク事業 やまがた子育てサポート応援団 

・まかせて会員養成講座（サポート会員養成講座）2/6～10（4日間）山形市 

・まかせて会員養成講座（サポート会員養成講座）3/23～30（４日間）新庄市 

  （3）平成17年度子育て支援NPOネットワーク推進事業 

 ・ＮＰＯ広報大作戦！～「想い」を効果的に伝えるために～ 10/27 

５．調査・提言事業 

（1）厚生労働省委託 緊急サポートネットワーク事業 やまがた子育てサポート応援団 

・山形における緊急時の一時保育のニーズのアンケート 12月 

・山形における緊急時の一時保育のニーズのヒアリング 10月～11月 

  （2）平成17年度子育て支援NPOネットワーク推進事業 

・育児サークル支援のための実態把握（聞き取り調査） 12/6～1/24 9サークル 

６．育児支援の様々な事業に対するマネジメント支援及びコンサルティング事業 

（1）講師派遣 16回 延べ31人 

・託児スタッフ養成講座 4/12.13 

・庄内地方かもしかクラブリーダー研修会 6/10 

・託児スタッフ養成講座 7/27 

・県教育懇談会 9/8 

・育児サークルリーダー交流会 9/28 

・家庭教育強化推進事業家庭教育支援者セミナー(兼)子育てサポーターリーダー養成講座 10/6 

・県職員研修 10/12 

・西村山の育児サークル交流会 10/26 

・ごみーティングやまがたパネルディスカッション 11/12 

・地域子育て支援ボランティア養成講座第6回地域における子育て支援 11/25 

・子育てボランティア講座つどいの広場見学会及び講演会 1/25 

・明日を担う山形っ子社会力育みプラン「地域と学校の連携･融合フォーラム」 1/26 

・両磐地域子育て支援実践者交流会 2/20 

・金山町幼児教育懇話会研修会 2/22 

・託児スタッフ養成講座山形生協 2/22.23 

・地産地省に関するシンポジュウム「山形の農産物と食育をどう考えますか？」 2/25 



  （2）視察受入 19回 136名 

・山形市家庭児童相談員村山ブロック 5/10 6名 

・山形市役所 健康課 5/24 2名 

・東根市タントクルセンター 7/5 6名 

・酒田市健康福祉部 7/12 4名 

・福島県岩瀬郡鏡石町役場健康福祉課 7/19 4名 

・鹿児島市議会 8/4 13名 

・新潟県十日町市議会 8/9 11名 

・白鷹町子育て支援センター 9/12 2名 

・共立社 鶴岡生協教育活動センター 9/12 5名 

・酒田市家庭児童相談室 9/28 2名 

・東海山形生徒 10/12 3名 

・秋田市大仙市役所 児童家庭課 10/19 3名 

・つくし保育園 10/22 7名 

・呉市すこやか子育て支援センター 11/18 6名 

・米沢市 こっこの会 11/18 20名 

・ＮＰＯ法人ピアわらべ 11/21 3名 

・朝日町教育委員会 11/21 21名 

・高崎経済大学 12/11 2名 

・ＮＰＯ法人クリエイトひがしね 3/1 16名 

７．子育て支援施設の運営事業 

（1）親子交流事業 広場の提供 

・月例行事 お誕生会月1回、すくすく成長記録日月3回、読み聞かせタイム月1回、わらべうた

であそぼう(6月～)月1回、託児ルーム見たい・聞きたい・確かめたい(7月～)月1回、おはなし

ランド(学生ボランティア)月1回 

・単発行事 こいのぼり親子工作4/27、母の日工作5/1、ふたごちゃん集まれ！5/22、 

ノームさんがやてきた6/10、父の日記念「パパと手形をとろう」6/19、あ～べのお誕生会6/25、 

七夕親子工作7/1、環境紙芝居をみよう9/11、グランドオープン3周年イベント9/23、 

ふたごちゃん集まれ！10/22、親子工作「七五三のあめ袋を作ろう」11/2、 

あ～べのクリスマス会12/20、クリスマスをノームさんとあそぼう12/23、 

親子でお正月あそび1/7、わらべうたで親子遊び1/7、ふたごちゃん集まれ！1/22、 

ひなまつり親子工作2/24、 

絵本の朗読劇3/5、おおきくなったね会3/7、ひなまつり親子お茶会3/26 

※おやこ広場利用者数 23,065人 イベント・行事利用者数 3,763人 

（2）親子学習事業 

・手作り講座（11講座） 

花束ビーズブローチ4/15 

かんたんにできるポプリン5/30 

アロマテラピー虫除けスプレーを作ろう6/29 

牛乳パックいす用カバーづくり7/15 



夏休み特別企画「手作り屋台村」8/2 

ターコイズの皮ひもチョーカー9/2 

りんごのポマンダー10/26 

ビーズの携帯ストラップ11/22 

フラワークリスマスキャンドルスタンド12/2 

入園入学袋物準備講座基本編シューズ袋をつくろう1/27 

入園入学袋物準備講座応用編2/27.3/1.3 

・IT講座（20講座） 

ワード罫線機能マスター講座4/18.20.22 

デジカメ写真保存整理術講座5/16.18 

エクセルグラフ作成マスター講座5/23.25.27 

初めてのパソコン講座6/6.7.8 

タイピングとことんマスター講座6/20.21 

ワード入門講座7/4.5.6 

初めてのメール＆ネット講座7/11.12.13 

インターネット楽しさ体験講座8/8.9.10 

エクセル入門講座9/5.6.7 

名刺＆カード作り講座9/12.13.14 

ワード図形機能マスター講座10/3.4.5 

初めてのメール＆ネット講座10/17.18.19 

年賀状作成講座11/4 

ワード宛名印刷機能(差込)マスター講座11/14.15.16 

デジカメ写真保存整理術講座12/5.6 

初めてのパソコン講座1/16.17.18 

タイピングとことんマスター講座1/23.24 

ワード入門講座2/13.14.15 

エクセル入門講座2/20.21.22 

ワード実力アップ講座3/13.14.15  

・子育て講座、その他 

子育て井戸端会議～あなたはひとりぼっちじゃない～ 4/12.19.27.5/10.17.24  

子育てサロン4/22 

子どもの遊びと発達について 5/13 

マタニティサロン 5/20 

子育てサロン「パパもおいでよ」 6/12 

まだまだ間に合う産後ママのエクササイズ 6/15 

働くママの子育てサロン 7/22 

子育て井戸端会議同窓会 8/23 

子育てボランティア入門講座 8/26 

子育てサロン 8/29 

環境紙芝居をみてマイバッグを作ろう 9/11 



マタニティサロン 9/16 

乳幼児の絵本とのであい「ママ・もっかいよんで」 9/30 

まだまだ間に合う産後ママのエクササイズ 11/9 

入園・入学準備講座「大切なんだね！生活リズムって」 12/7 

子育てママのリフレッシュメイク術 1/30 

作るの好きな人このゆびと～まれ 11/1.7.8 

※主催講座数 44講座 利用者数 1,276人 共催講座3講座 利用者数 16人 

総計 47講座 利用者数1,292人 

（3）育児等相談事業（気軽に育児月2回・育児サークル月1回・発達月1回・絵本月1回 

再就職月1回・子育てカウンセリング月1回） 

   相談会 81回 利用者数 356人 

（4）一時預かり事業 

   一般託児利用人数延べ2,134人、講座託児利用人数延べ644人 計 延べ2,778人 

８．子育てに関するイベント事業 

 （1）チェリアフェスティバル 10/16 

    ベビーカーで街を歩いてみよう ～あ～べ発 チェリア行～ 

９．その他会の目的達成に必要な事業 

（1）山形県中心市街地・中小商業活性化推進事業 

・バザール託児 7/23、12/10 9：00～20：00 

・おやこ紙上ファッションショー お知らせ版Vol.43 

（2）第4回全国つどいの広場実践交流セミナーｉn山形  

    平成17年 11月 19日～20日  遊学館、ホテルキャッスル 

    基調講演、分科会1～5、全体会 

（3）スタッフ研修  

・のびすく仙台さんとの交流研修会 9月 

・救命救急法講習会 7/4、7/15 

・衛生管理研修会 5/19 

・保育所職員研修会 9/21 

（4）スタッフミーティング 

（5）山形大学付属病院小児科病棟ボランティア参加 月１回  

 （6）花笠まつり参加 8/7 33名参加 

（7）視察 

    ・鶴岡市病時保育所（カトレアキッズルーム） 9/24 

    ・東京都病児保育（NPO法人フローレンス） 9/6 


