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子育て支援情報センター
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窓口の一本化

ここに
相談してみよう

市民と 行政・ 民間の架け橋

情報センター
３６５日対応

子育ての不安・ 悩み
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平成１６年６月～
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お母さん方の声

子育て支援情報センター

直接的

支援活動



子どもが病気回復期で

保育園や学校に行けないとき

病後児保育

しろくまくん
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相談から

緊急に子どもの送迎や

託児をしてほしいとき

子育て緊急サポート

ラビッﾄくん

孤立させない予防的な支援
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「つながりをつくる」

わたしたちに何ができるか

講 座



食の大切さを知ろう

～麦作りを通して、食、地域を考える～

食育講座!
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情操教育・道徳教育

唐ワンくん

みんな元気に

唐ワンくん活動

小学校や保育園・幼稚園等で
交通安全教室など行っています



サンタでメリークリスマス

NPO法人唐津市子育て支援情報センター

病後児保育部門 子育て支援部門 緊急サポート部門

組織図

唐ワンくん事業部

NPO法人唐津市子育て支援情報センター

病後児保育部門
保育士・看護師12名

子育て支援部門
コーディネーター

11名
中学校子育てサロン

スタッフ15名

緊急サポート部門
事務局4名

サポーター73名

組織図

唐ワンくん事業部
スタッフ2名

理事会
理事長

理事6名・監事1名
125名
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中学校の中に子育てサロンを!

次世代を担う子どもたちに
つなげたい
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中学校子育てサロン

中学校内に

子育てサロンの環境をつくり

中学生と乳幼児親子が

ふれあう・まなびあう

中学校子育てサロンで
感じる・つながる(中学生)
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◎中学生が乳幼児とふれあい関わることで愛着感情を持っ
てほしい

◎生まれてきたこと、育ててもらった日々を思い、生命の
大切さ、家族、地域への感謝の気持ちを感じてほしい

◎地域でのつながりを感じてほしい

◎まなびの場・出会いの場



生きる教育
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生教育

中学校子育てサロンで
感じる・つながる(子育ての親・地域)

14

◎普段関わりのない中学生との交流を通し、地域つながりの
きっかけづくりのひとつになってほしい

◎地域のこどもを取り巻く環境に関心を持ってほしい

◎次世代を担うこども達に、地域ぐるみの支援が大きな役割
を果たすことを実感し、母親の自信につながってほしい

◎子育てのイメージを持って、こどもと関わることの大切さ
を知ってほしい

◎子育て中の親子の仲間づくりのひとつになってほしい

◎まなびの場・出会いの場・仲間づくりの場



地域・学校
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新しいコミュニティの形
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地域

中学校

中学校子育てサロンでつくる
｢つながり｣

家庭

中学生

子育て

サロン

小学校

保育園

幼稚園

NPO.CSO
民間団体

公民館 行政



平成24年～25年度の取り組み
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平成24年度 湊中学校・七山小中学校

平成25年度 湊中学校(3年生1クラス)1回＆フリーサロン

七山小中学校(小学6年生1クラス)1回

第五中学校(3年生5クラス)5回

海青中学校(3年生3クラス)3回＆フリーサロン

第一中学校(1.2年生)フリーサロン

•家庭科等の授業時間を利用するため

全学年の子どもたちが

交流を図ることとする

☆佐賀県赤ちゃん力!みんなの応援事業

5校／13回

平成26年度の取り組み
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第一中学校(3年生6クラス) 6回

佐志中学校(3年生3クラス) 3回

鬼塚中学校(3年生3クラス) 3回

西唐津中学校(3年生2クラス) 2回

湊中学校(3年生1クラス) 1回

海青中学校(3年生3クラス) 3回

第五中学校(3年生5クラス) 5回

高峰中学校(3年生１クラス) 1回

値賀中学校(3年生１クラス) 1回 ※玄海町 公立保育所との連携

有浦中学校(3年生2クラス)  1回 ※玄海町 公立保育所との連携

早稲田佐賀中学校(3年生3クラス)3回 ※県内私立中学校初

11校／29回
唐津市教育委員会事業

佐賀県赤ちゃん力!みんなの応援事業
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2,528

プログラム
☆打ち合わせ(中学校・地域・行政)
☆準備(できるかぎり中学生も一緒に行う)
☆当日

1)子育て中の親子が先に入室し、環境に慣れてもらう

2)中学生が入室

3)挨拶

4)グループで(親子・中学生)交流を行う

※グループ内には、コーディネータースタッフ１、2名
が参加し、交流を進めていく。

5)中学生からグループごとに出し物や手作りおもちゃで
のふれ合い ※事前学習のひとつ
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プログラム
6)遊び・交流

※お母さんの了承を得れば、一緒におむつ交換等の
体験も行う

7)感想(中学生・参加者のお母さんからひとこと)
8)終了後に中学生・・・感想文、お母さん・・・アンケート

9)片づけ＆親子の見送り 中学生と一緒に行う

☆後日

振り返り(中学校・地域・行政)を行い、次につなげていく
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中学生の感想から
・赤ちゃんは、ふわふわしていてとても気持ちよかったです。とても楽しかったです。

・やっぱり赤ちゃんは、お母さんたちにとって誇りであり、宝物であると改めて思いました。

・助産師になりたい私にとってお母さん方にすごいと言ってくれてうれしかったです。

なれるようにがんばりたいと思います。

・お母さんたちに『赤ちゃんがお腹にいる時、どんな気持ちでしたか？』と聞いたら、

『うれしい』『幸せ』といった気持ちだったと答えてくれました。命があることの大事さも分

かりました。

・逆に赤ちゃんたちから勇気と元気をもらったような気がしてとても楽しく活動できました。

・質問に答えてもらいながら、｢子どもを育てるのはすごく大変だなぁ｣と思いました。でもその分楽しいこと
やうれしいこともたくさんあるということを聞いてなんだか嬉しく感じました。

・お母さんたちとの話の中で、親の気持ちを知ることでとても大事にされているなぁと実感しました。自分も
親とけんかしたり、言い合いになったり嫌だなぁと思うけど同じように大事にされていることを改めて分かり
ました。

・今までは親とかに何でもまかせてあたり前だと思っていたけど赤ちゃんのお母さんたちを見て自分でできる
ことはちゃんとがんばろうと思いました。

・子育て支援情報センターのみなさん、ありがとうございました。
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お母さんの感想から
地域の皆さんのつながりを感じられて、とても気持良く過ごせました。

中学生のお姉ちゃん、お兄ちゃんと触れ合う機会はあまりないので子どもにとってもいい経験
になりました。

中学生の子ども達の表情がとても良くて、子どもも安心して眠っていました。

初めて来ましたが、楽しい企画をありがとうございました。

子どもがとても楽しんでいた。校長先生も積極的に参加されるなんてステキな中学校だなあと
思いました。

卒業して、母校に行けることなんてないと思っていました。母校に行けてとってもうれしいで
す。先生に会えたことやみんなでプチ同窓会ができたこともうれしかったです。

・普段、小さい子や大人との交流はあるけど中学生との交流は、なかなかないので、一緒に遊
ぶことができて、新鮮で楽しかったです。

・中学生の親に対する本音が聞けて我が子が中学生になったとき忘れないようにしたいです。

・家にいても二人きりなのでたくさんの人と交流できて母子ともに楽しめることができました。

・中学校と赤ちゃんの交流はあまりないと思うのでこういう交流をもっと続けていければいい
と思います。
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お母さんから中学生へのメッセージ

・子育ては経験する事で自分も成長出来ると私は思っています。

・自分のお父さん、お母さんも同じように育ててくれたと思って大事にしてあげて下さい。

・みんなひとりひとり愛されて育ったということを知ってもらえるとうれしいです。

・一緒に遊んでくれてありがとうございました。息子もとても喜んでいました。これから受験に向けて体に気
をつけて勉強頑張ってください！

・これから経験することや出会う方々、ひとりひとりの時間を大切にしてくださいね。

・子育ては大変ですがそればかりではないです。楽しいこともあるので、将来に役立てて下さい。

・今日はとっても明るく楽しい会にしてもらいありがとうございました。普段元気な子が恥ずかしかったり寝てしまったり
うまく遊べないこともあったかもしれません。でも子育ては親の私でも難しくうまくいかないことばかりです。子どもがいる
から私は親になれました。皆さんも大人になって子育てをする時が来ます。楽しみにして下さい。

・子育ては「かわいい」だけではできませんが、「かわいい」から始まります。赤ちゃんとたくさん触れ合って「かわいい」
と感じてもらえたら嬉しいです

・みんな一人じゃないんだよ。

・こどもは本当にあっという間に大きくなります。1日1日色んな大変なことがあるかもしれないけれど、今のこのかわい

さは今だけしか感じることができないので、大きくなって子どもが生まれたら、今日の日の事を思い出してほしいです。
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中学校子育てサロン

サロンが終わるとちょっとさびしいなぁ。
でも地域で会えるね!

赤ちゃんってあったかい!
お兄ちゃん、遊んでくれてありがとう!

中学校子育てサロン
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お母さんからの感想! 生の声は、大切です!

サロンが終わった後の先生方と

地域のみなさんと一緒に

ミーティング!次につなげます!

ご夫婦でのご参加、とってもステキです!

サロンが終わった後、スタッフのエプ
ロン等をたたんでくれる中学生です!

また中学校へ遊びに来てね!

サロン準備や片づけも中学生

がんばってくれます!
校長先生もにこにこ笑顔!
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中学校子育てサロン

妊婦ママの先生も参加してくれました!!いつもたくさんの親子の方が参加してく
ださいます。感謝です!

校長先生もサンタさんに変身!

28タイムカプセルのお手紙

中学生からサロンに参加した子どもたちへ



広報

☆公民館報 ☆回覧板 ☆地域の子育てサロン

☆民生・児童委員会 ☆市役所＆保健センター

☆校区内の小学校・中学校保護者 ☆各公民館

☆図書館☆PTA  ☆保育園・幼稚園等

☆保健センターでの１歳６カ月児健診時等

☆地域の小児科・病院・薬局☆スーパー・スイミングクラ
ブなど

☆母子保健推進委員(こんにちは赤ちゃん訪問)
☆行政放送 ☆ホームページ ☆フェイスブック☆ブログ
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ホームページ・フェイスブック・ブログ
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元気

笑顔

子育てサロン

行政

公民館

NPO
CSO

小学校
中学校
高 校

企業

地 域
支援者

保育園
幼稚園
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つながり

出会い

情報収集・発信

学び

人づくり・まちづくり

活動

知る



子どもたちの未来のためにも・・
一歩ずつはじめよう

子どもたちの笑顔をたやさないように・・・ 33

ありがとうございました。
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