名古屋市港区

みなと子育て いるかねっと

構成人員

母親の社会進出を支援し、親子の笑顔をつくる

職員10人
ボランティア5人
会員55

●活動内容
1. 未就園の親子が交流する子育て広場『どるふぃんくらぶ』を運営。安全で静
かな住宅展示場の中にあり、子どもが親や職員以外の大人とふれあう機会を
もつことができる。保育園の元園長による子育て相談会や英語教室、
リトミッ
ク教室なども開催している。
2. 会員を対象に短時間の託児サービスを提供。兄姉の学校行事や通院時の
利用が多い。
3.『港湾会館』で定期的に子育てひろばを開催。地域の団体と協働し、
さまざ
まな企画を用意している。

●活動の背景、活動への思い
かつて名古屋市港区には子育て支援のネットワークがなく、子育てサークルが結
成されても数年で消失してしまうことが多かった。そこで子育てにおける不自由な
点を改善・提案していくため、子育て支援ネットワーク団体として2003年に設立。
母親が笑顔でいられ、子どもにとって居心地のいい空間づくりに努めている。今
後は、企業と協同し、母親が家庭を大切にしつつ社会進出をし、
やりがいや喜び
を感じられるよう支援したいとのこと。

募 集 中 ！
子どもを地域で育てる意識が希薄化している中、
大人たちみんなで子どもを育てる環境をつくり
たいと願い、活動を続けている。
「他人の子ども
でも見て見ぬふりをせず、いけないことは叱り、
いいことは褒め、子どもを甘やかすのではなく温
かく見守ってほしい。子どもの心を育むため、大
人としての役割を果たしてほしい」と代表。

概要

●法人認証年月日／ 2006年6月30日
●主な 活 動 分 野／ 子どもの健全育成
●従たる活動分野／ 社会教育、男女共同参画

連絡先
〒455-0015 名古屋市港区港栄2-1-3
TEL
FAX
E-mail
URL

080-3065-9957 平日 9：00〜17:00
052-654-3900
iruka-net.20037@c.vodafone.ne.jp
http://minatokosodate.irukanet.googlepages.com/

名古屋市中村区

夢シート

構成人員

野球観戦で児童福祉施設の子どもに生きる勇気を与える

職員5人
ボランティア5人
会員100

●活動内容
事情があって親元から離れ児童福祉施設で生活する子どもたちに、
プロ野球観
戦のチケットをプレゼントし、無料招待している。毎年10数回にわたって、愛知・
岐阜・三重から約400人の子どもたちをナゴヤドームでの中日ドラゴンズの試合
に招待。今年度は、震災被災地の児童福祉施設にも希望者を募り、宮城県楽
天球場に50人を招待し、今後も継続していく予定。その他、各児童福祉施設が
開催する運動会や音楽会へ協賛をしている。

●活動の背景、活動への思い
ナゴヤドームが完成した年、児童福祉施設の子どもたちをプロ野球観戦に招待
しようと発足した『ドーム夢シート実行委員会』が前身。その後、
より積極的な活
動を目指して法人化した。愛知県には虐待を受ける子どもや施設で暮らす子ども
も多く、大人への不信感で心が開けない子どもたちに、
プロスポーツを見ることで
生きる勇気をもってほしいという思いをもつ。地道に活動を継続することで、子ど
もたちとの信頼関係を築いている。

概要

●法人認証年月日／ 2000年3月6日
●主な 活 動 分 野／ 子どもの健全育成
●従たる活動分野／ 学術・文化・芸術・スポーツ

募 集 中 ！
「未来ある子どもたちに生きる楽しみ・喜びを与
えるために、1人でも多くの人に活動に賛同し
てもらえれば」と会員の募集を呼びかけている。
個人のほか企業からの賛同も歓迎で、会員には、
活動報告や子どもたちのお礼の手紙などが掲
載された会報が定期的に送付される。

連絡先
〒453-0804 名古屋市中村区黄金通1-11
株式会社アスア内
TEL
FAX
E-mail
URL

052-452-5005 平日 9:00〜18:00
052-452-5590
info@yumeseat.or.jp
http://yumeseat.or.jp/

名古屋市熱田区

よさこい塾・龍馬隊

構成人員

よさこい文化を普及、地域活性化と子どもの成長を促進

職員4人
ボランティア100人
会員32

●活動内容
本場・高知のよさこい文化を普及し、地域活性化と子どもの健やかな成長の促
進に取り組んでいる。具体的には主に高知県主催のイベントに参加し、演舞を
披露。通常の練習は土日に4時間ずつで、
メンバーは小学生から社会人まで幅
広い。また、毎年5月に開催される『よさこい夢まつり』を主催。名古屋市内の6
会場において、全国から集まった約60ものよさこいチームが演舞を披露する。そ
のほか、老人ホームへの慰問も実施している。

●活動の背景、活動への思い
代表がよさこい指導をする中で出会ったひきこもりの子どもが、
よさこいを通して
明るく変化を遂げた。そのことでよさこいのよさを再認識し、活動を広げ継続して
いくため団体を設立。
「よさこいは誰もが楽しむことができ、
よさこいを通して生き
ていくために必要なことが学べる」と代表は言う。また、
マナーを大切に活動して
おり、親以外の大人も「いけないことはいけない」と子どもに教えるなど、
みんなで
子どもを育てる社会づくりを目指している。

概要

●法人認証年月日／ 2005年10月28日
●主な 活 動 分 野／ 子どもの健全育成
●従たる活動分野／ 社会教育、
まちづくり

募 集 中 ！
団体の活動に賛同し、応援してくれる協力者を
募集中。正会員となり踊り子として参加するほか、
『よさこい夢まつり』の際の会場警備や清掃な
どのボランティア、協賛金による支援など、
さま
ざまな関わり方ができる。踊り子としては5歳か
ら参加が可能で、初心者でも丁寧に教えてもら
えるとのこと。詳細は問い合わせを。

連絡先
〒456-0062 名古屋市熱田区大宝4-3-14
TEL
FAX
E-mail
URL

052-682-6023 平日・土 16：00〜23:00
052-682-6023
ryoumatai@kjc.biglobe.ne.jp
http://www.ryoumatai.or.jp/

名古屋市熱田区

ラマモンソレイユ

構成人員

芸術・音楽療法を用いて知的障害児の発達を支援する

職員34人
ボランティア13人
会員35

●活動内容
名古屋に本部を、大阪と北海道に事業部を置き、心身に障害を抱える子どもの
ための児童デイサービス『CODOMODUS』
（コドモダス）
を運営。子どもたちの『五
感創樂』をテーマに、芸術療法、音楽療法、
チャイルドヨガを軸とした療育を行っ
ている。豊かな心の感性、五感で感じることの楽しさを広げながら、身体や情緒
の発達、社会生活を営む上で必要な能力の習得をサポートしている。市内保育
園や施設への音楽療法、
リトミックの出張教室も行う。

●活動の背景、活動への思い
団体設立当初は子どものためのイベントやコンサートを企画・運営していたが、
代表の実子に障害が見つかったことをきっかけに、障害児の支援に携わるよう
になった。そしてわが子が音楽に特別な興味をもったことから、音楽療法に関心
をもったが実施している施設がなかったため、
「自分でやろう」との思いで音楽・
芸術療法を取り入れた活動を開始。
「子どもたちの『今できること』に目を向け、
そこから世界を広げていきたい」と代表は語る。

概要

●法人認証年月日／ 2006年12月19日
●主な 活 動 分 野／ 子どもの健全育成
●従たる活動分野／ 保健・医療・福祉

募 集 中 ！
以下の人材を募集中。1.毎年開催している
クリスマスコンサートなどイベント時のボラン
ティア。イベント情報はホームページ参照。2.
『CODOMODUS』
（コドモダス）
において、芸術・
音楽活動の手伝いをしてくれる人。3.非常勤ス
タッフとしてのアート講師・音楽療法士。問い
合わせは、
ホームページのメールフォームから。

連絡先
〒456-0073 名古屋市熱田区千代田町13-16
千代田館1F
TEL
FAX
E-mail
URL

052-938-7497 平日・土 10:00〜18:00
052-938-7498
info@lamamansoleil.org
http://www.lamamansoleil.org/

名古屋市昭和区

わが家流子育て応援団ふりあん

構成人員

親子と地域をつなぎ、楽しく子育てができる地域をつくる

職員15人
ボランティア5人
会員149

●活動内容
地域の親子が集える場『たんとハウス』を運営し、以下のような機会を提供して
いる。3歳以下の子どもたちとその親が交流する『らららルーム』。2歳以上の子
どもを対象に、社会性を身につけ、順調な基本的発達を促す『バンビちゃん教室』。
0歳児とその親たちの出会いと、地域とのつながりをつくる『ベビーズカフェ』。そ
の他楽しく子育てができるまちづくりを目指し、子育てに関する不便・不安の声を
聴き、社会に提案する取り組みも行う。

●活動の背景、活動への思い
母親たちによる子育て雑誌の編集チーム「ふりあん」を前身とする。後に情報発
信という間接的な支援から、直接的な支援に移行しようと、子育て広場という現
在の活動の形となった。母親同士や社会とのつながりがなく孤独感を感じてし
まう母親たちが、暮らしている地域の中で出会い、仲間となる場所をつくっている。
子育て中の親と地域住民が支えあえるよう、両者をつなぐ橋渡し役となることを
目指し活動している。

概要

●法人認証年月日／ 2001年6月27日
●主な 活 動 分 野／ 子どもの健全育成
●従たる活動分野／ NPOの援助

メ ッ セ ー ジ
同団体は行政や他団体などとの協働事業を多
く行っている。協働することでアイデアが豊富
に生まれ、可能性が広がっていく。より一層子
育て環境をよくしていくために、積極的に協働
したいと考えている。

連絡先
〒466-0826 名古屋市昭和区滝川町47-5-408
T E L 052-602-8388 月・水・金 10:00〜16:00
070-5442-3605 常時
F A X 052-832-9339
E-mail smile@furian.com
U R L http://www.furian.com/

