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２０１２年度（2012 年 4 月 1 日～2013 年 3 月 31 日） 

事業報告書 

特定非営利活動法人ままとんきっず 

 

事業の成果 

１．事業計画に基づき、会員がそれぞれの関心や得意分野に応じて役割を分担し、運営の担い手とし

て積極的に活動に参加した。 

２．長年にわたる子育てに関わる活動をより充実し、継続して地域に根ざした市民活動の展開を推進

した。 

３．「みんなの講座」は、子育て中の親のリフレッシュと、母親同士のコミュニケーションの場として、

また子育てに対する基本姿勢の学習として、大きな効果を上げた。 

４．行政との連携による子育てまつりなどの事業の協働実施。講師派遣など、地域内での子育て支援

の活発化に大きく寄与する事ができた。 

５．子育て関連団体との連携を図り、ネットワークづくり、強化に携わった。ネットワークでの協働 

  による事業を実施、地域内の子育て支援関係者の意識の啓発と連携強化に繋がった。 

６．地域コミュニティを活性化する場、個を重視した居場所として、1 日サロンを週 2～3 回、午後サ

ロンを平日毎日開催した。 

７．川崎市の委託事業としての産後家庭支援ヘルパー事業、ままとんきっず独自のママサポート事業

を行い、利用者のニーズに応じた支援活動を提供した。 

８．子育てをともに担える家族または支援者のいない場合の未就園児をもつ親への支援として、一時

預かりを企画し提供した。子ども同士の集団遊びと母子分離の機会を提供するため、グループ保

育を実施した。 

９．川崎市の委託事業として、南菅、錦ヶ丘、中野島各こども文化センターにおいて、地域子育て支

援センター(児童館型)を運営。男女共同参画センターの委託事業としてほっとサロンの運営を行

い、地域の親子の支援に務めた。 

10．川崎市の委託事業として、家庭で保育している 0 歳～3 歳の親子への支援、「多摩区親と子の育児

園」を川崎市立生田中学校特別創作センターにて約 60 組の親子を対象に年 12 回開催し、地域の

子育て課題解決の担い手として高い評価を得た。 

11．川崎市の委託事業として、家庭で保育している 2 歳～3歳の親子への支援、子育て塾「Hug 組」を

中野島こども文化センターにて約 20 組の親子を対象に 6回開催し、地域の子育て課題解決に努め

た。 

12．川崎市の委託事業として、多摩区子育て BOOK、子育て web の改定を行い、地域情報の拡充に務め

た。 

13．川崎市の委託事業として、親育て・子育て支援者養成講座 20 回を運営し、子育て支援者の養成に

務めた。 

14．妊婦体験・赤ちゃんとのふれあい体験事業を多摩区、麻生区、宮前区、高津区の 10カ所の小中学

校で実施、普及に務めた。一部かわさきサポート基金の寄付金で実施した。 

15．家族間交流事業として、月 2 回ファミリーサロンを開催し、仲間作りに努めた。 

16. 川崎子どもの権利の日市民企画事業として「親子でありのままコンサート」を開催し、子どもの

権利普及に努めた。 

17．学校、企業、行政からの研修、インターンシップの受け入れ、調査協力を、通年で行なった。 
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18．各要請に応じ、講座講師、講演会講師、委員会委員を務めた。 

19．通年でスタッフ研修、スキルアップ研修を行なった。 

20. 企業との連携で川崎市食のフォーラムで食育講座を実施した。 

 

 

 

事業内容 

Ⅰ 特定非営利活動に係る事業 

１．子育てに関する情報収集と提供事業 

神奈川県、川崎市、横浜市、稲城市を中心に各地域で随時情報提供実施 

（１）企画制作発行 

①「ままとんきっず通信」の制作発行  年６回隔月発行 

 

（２）情報発信 

①多摩区子育て BOOK 改訂版作成、web 更新（川崎市委託事業） 

②ままとんきっず ＨＰ管理、ブログの作成 

 

（３）原稿執筆など 

①神奈川県社会福祉協議会「福祉タイムズ」原稿執筆 

 

活動場所   事務所、各取材地 

従事者    １０名 

対象者    情報希望者、子育て中の親、子育て支援者・関連団体 

 

 

２．子育てに関する相談事業 

（１）事務所、運営する各子育て支援センター、サロン内での相談受付 

 活動場所   事務所、子育て支援センター、子育てサロン 

 従事者    ２８名 

対象者    不特定多数の利用者 

 

 

３．親子のつどいの広場事業 

（１）ままとんサロン  月・水曜日 10:00～15:30 または 13:00～15:30 

            火・木曜日 13:00～15:30   

金曜日   10:00～15:30  実施 

  活動場所   事務所 

    従事者    １４名 

    対象者    延べ 1,258 組 
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（２）川崎市児童館型子育て支援センター運営委託事業 各週３回・３時間 

   活動場所   南菅・錦ヶ丘・中野島の各こども文化センター 

   従事者    ２１名 

   対象者    不特定多数の親子 

 

（３）川崎市男女共同参画センター委託事業 子育て広場ほっとサロン運営 月１回・３時間 

   活動場所   川崎市男女共同参画センター 

   従事者    ６名 

   対象者    不特定多数の親子 

 

（４）ファミリーサロン 第１、３土曜日 10:00～13:00 

  活動場所   事務所 

    従事者    ５名 

    対象者    延べ 47 組 

 

 

４．子育て支援に関する講座・研修等の企画運営事業 

（１）みんなの講座（サロン内で実施） 保育付き講座 

・年間通年 

育自力                 15 回  

大人のアート               6 回  

ママの手仕事               7 回 

ベビーマッサージ            10 回 

ベビーサイン               6 回 

スクラップブッキング           4 回 

ハッピーはんどめいど           8 回 

 

活動場所    事務所 

従事者     ９名（講師） 

対象者     不特定多数の親子 

 

（２）その他 

  ①ままとんまつりチャリティーバザー   7 月 20 日 年１回 

②ままとんクリスマス          12 月 7 日 年１回 

 

活動場所    事務所 

従事者     ６名 

対象者     不特定多数の親子 

 

（３）その他の講座 保育付き講座 

①川崎市多摩区親と子の育児園（川崎市多摩区協働推進事業） 12 回 
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活動場所   川崎市立生田中学校特別創作センター 他 

従事者    1２名 

対象者    公募による６０組の親子 

②子育て塾「Ｈｕｇ組」（川崎市多摩区協働推進事業） 6 回 

  活動場所   中野島こども文化センター 

  従事者    １３名 

  対象者    公募による２０組の親子 

③多摩区親育て・子育て支援者養成講座（川崎市多摩区協働推進事業） 18 回 

  活動場所   川崎市多摩区役所 

  従事者    ５名 

  対象者    公募による約２０名 

④「妊婦体験・赤ちゃんとのふれあい体験事業」（自主事業） 

  活動場所   多摩区、麻生区、宮前区、高津区の８中学校、２小学校 

  従事者    １５名 

  対象者    約 1,510 名の児童・生徒 

⑤川崎市食のフォーラム  

    活動場所   川崎市産業振興会館 

    従事者    ５名 

  対象者    主催者に申し込んだ希望児 

 

（４）スタッフ研修 

①産後ヘルパー研修  

②保育スタッフ研修  

③サロンスタッフ研修 

④スタッフ研修 

    活動場所   事務所、各開催場所 

    従事者    ４名 

    対象者    スタッフ及びスタッフ希望者 

 

 

５．子育て関連サポート事業 

（１）産後ヘルパーサポート（川崎市産後家庭支援ヘルパー派遣事業認定事業者） 

  活動場所   事務所、依頼者より指定された居宅 

    従事者    14 名 

    対象者    31 名 延べ 303 回 

 

（２）ママサポート 

  活動場所   事務所、依頼者より指定された居宅 

    従事者    14 名 

    対象者    17 名 延べ 180 回 
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（３）一時保育 

  活動場所   事務所 

    従事者    １２名 

    対象者    延べ 71 名 102 件 

  

（４）グループ保育とんとん 

  活動場所   事務所、近隣公園 

    従事者    ８名 

    対象者    24 名 延べ 93 回 

 

（５）保育サポートびいんず 

  ①稲城 放射能から子どもを守る会 

    活動場所   稲城市 ｉプラザ 

    従事者    ４名 

    対象者    主催者に申し込んだ保育希望児 

  ②横浜ひよこ教室 

    活動場所   横浜あゆみ荘 

    従事者    １０名 

    対象者    主催者に申し込んだ保育希望児 

③多摩区こども支援啓発研修事業 保育 （２回） 

活動場所   多摩区役所 

    従事者    ６名 

    対象者    主催者に申し込んだ保育希望児 

  ④かわさき子どもの権利の日のつどい 保育 

    活動場所   高津市民館 

    従事者    4 名 

    対象者    主催者に申し込んだ保育希望児 

  ⑤川崎市食のフォーラム 保育 

    活動場所   川崎市産業振興会館 

    従事者    ５名 

    対象者    主催者に申し込んだ保育希望児 

 

 

６．講師等派遣事業 

（１）各種講座講師派遣 

    川崎市、藤沢市、三鷹市、横浜市等 

    活動場所   依頼先での講義会場 

    従事者    ３名 

 

（２）各種委員会 

① 川崎市「多摩区地域福祉計画策定委員会」委員 
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② 川崎市「たまたま子育てまつり実行委員会」委員 

③ 川崎市「社会教育委員会」委員 

④ 川崎市「子どもの権利委員会」委員 

⑤ 川崎市「多摩区子どもの外遊び事業実行委員会」委員 

⑥ 川崎市「公園を拠点とするコミュニティづくり委員会」委員 

⑦ 川崎市「市民活動センター公益助成審査委員会」委員 

⑧ 神奈川県「かながわ子ども・子育て支援プロジェクト助成金推進委員会」委員 

 

 

７．子育てに関する調査研究・啓発事業 

  特になし 

 

 

８．子育てに関するネットワーク運動への参加事業 

通年 

（１）神奈川県、川崎市、多摩区の各子育て支援ネットワークに参加し、連携を取りながら情報交換、

調査事業を行った。 

  ①かながわ子育てネットワーク    年２回連絡会議 

  ②かわさき子育てネットワーク    メーリングリスト 

  ③たまたま子育てネットワーク    年６回連絡会議 

多摩区公園 BOOK 配布、ホームページ作成 

  ④多摩区子育て支援会議       年６回 

  ⑤多摩区子育て支援関係団体連絡会議 年４回 

  ⑥市民キャビネット   

 

    活動場所   各地の会場、事務所 

    従事者    １０名 

 

（２）その他協働事業 

①たまたま子育てまつり参加 ダンボール基地＆工作であそぼう 9月18日  

    活動場所   多摩市民館 

    従事者    １１名 

対象者    不特定多数の親子 

②川崎市子どもの権利の日市民事業 ありのままコンサート  11 月 26 日    

  活動場所   多摩市民館 

  従事者    ８名 

  対象者    事前申し込みの親子３０組 

③すくらむ２１まつり 「親子でダンボールあそび・簡単工作」  2 月 17 日  

  活動場所   川崎市男女共同参画センター 

  従事者    ７名 

  対象者    不特定多数の親子 
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④東日本大震災被災地遠隔ネットワーク 

 

 

９．子育て関連団体に対する支援・助成と共催事業  

  子育てサークルへの立ち上げ支援   １件 

 

以上 


