
愛・知・みらいフォーラム�

体験談によって、子どもたちに世界の問題を伝える�

名古屋市天白区�

環境・貧困・平和・命など、地球が抱える問題をテーマとした出前授業を中学・高
校で実施。発展途上国で教育支援に携わっていた人や医療支援を行っていた
医師、ウミガメの専門家など、現場での活動経験を多くもつ講師を迎え、普段の
生活では知り得ない貴重な「体験談」を子どもたちに伝えている。また、夏休み
に高校生を集め、集中講座を実施。単一ではなく複数のテーマ・講師の話を呈
示し、世界について幅広く講議している。�

2005年の愛知万博にて、地球全体が抱える問題について市民の立場から考え
る『地球平和フォーラム』が開催された。その締めくくりとして「一人ひとりが自分
にできることから始めよう」と世界に向けて呼びかける『愛知アピール』が採択され、
その理念を実行するため、有志で団体を設立。「未来を担う子どもたちに世界が
抱える問題の所在を伝え、子どもたちが今後何をすべきかを考えるきっかけにな
りたい」との思いをもって活動を続けている。�

●活動内容�

●活動の背景、活動への思い�

職員7人�
ボランティア7人�
会員52

構成人員�

募 集 中 ！ �
賛助会員を募集中。「ぜひ会員となり団体の
活動を支えてもらいたい」と呼びかけている。各
講師も活動に賛同し、ボランティアで授業を担
当しているとのこと。また、団体の活動はすぐに
成果が出るものではないが、子どもたちが生き
る未来の地球のため、少しでも活動に関心を
もってもらいたいと願っている。�

●法人認証年月日／�
●主な活動分野／�
●従たる活動分野／�

2007年10月26日�
子どもの健全育成�
環境保全、国際協力�

概要�

連絡先�

〒468-0015 名古屋市天白区原2-301�
　　　　　  平針原住宅2棟109　右田克司様方�

052-803-5301　平日　9:00～17:00�
052-803-5301�
bzb17172@nifty.com�
http://www.aichimiraiforum.com

T E L �
FAX�
E-mail�
URL



お日さまこどもの家�

少人数制の学童保育所で、その子らしい育ちを応援�

名古屋市昭和区�

シュタイナー教育の理念に基づく学童保育所を運営。行政認可の学童保育所
とは一線を画し、一人ひとりに目が行き届く少人数制を貫く。特徴的なのは、「第
２の家庭・育ちの場」という視点から、保育士や職員、保護者、地域の人々などが
柔軟に関われる体制を備えていること。地域の人たちと一緒に近隣の畑で野菜
を育てたり、職人に木工を教えてもらうなどのさまざまな活動を通して、「感謝する心」
といった人間力を育む保育を行う。�

『お日さまこどもの家』は、木の香り漂うログハウス。四季を感じられるような広い
庭もある。この環境は、同団体の活動に賛同した地主などが建てたもの。「低学
年のうちは習い事や塾に通うより、人格の土台となる人間性を養うことが大切」
という考えのもと、「家」のような環境づくりにこだわった。「子どもが、自分の力で
個性を伸ばし、可能性を見出すことができる支援をしたい」という思いから、一人
ひとりの子どもと時間をかけて接している。�

●活動内容�

●活動の背景、活動への思い�

職員4人�
ボランティア4人�
会員29

構成人員�

募 集 中 ！ �
入所児童を募集中。共働き以外・学区以外の
児童も受け入れており、日割利用も可。通所希
望の児童がいる人は相談を。送迎サービスの
相談にも応じている。また、小学校に上がる前
の乳幼児とその保護者を対象に、午前中のみ
施設を開放しているので、利用希望者は事前
に連絡を。�

●法人認証年月日／�
●主な活動分野／�
●従たる活動分野／�

2009年12月11日�
子どもの健全育成�
社会教育、学術・文化・芸術・スポーツ�

概要�

連絡先�

〒�

052-833-1886 平日 14：30～19：00�
 土 9：00～16：00�
052-833-1886�
info@ohisamakh.com�
http://ohisamakh.com/

T E L �
�
FAX�
E-mail�
URL

466-0824 名古屋市昭和区山里町85-2



親子支援センターCRAYONLAND

親子が気軽に立ち寄り、学びと成長を得る場を提供する�

名古屋市中村区�

親子が集い、遊び、学べる場『CRAYONLAND』(クレヨンランド)を運営。開い
ている時間が長く、ビルの1階にありガラス張りのため入りやすい。特別なプログ
ラムはなく、気楽に交流しながら遊べる『くれよんひろば』を開設している他、リト
ミックや英語、ヨガ、料理、アロマなど各種講座も開催している。講座は子どもの
み参加するもの、親子が一緒に参加するもの、リフレッシュを目的に親のみが参
加するものとあり、専門家だけでなく特技をもつ親も講師となる。�

かつて名古屋市中村区には親子が集う遊び場がなかった。そこで2002年、
青年の家で育児サークル『すまいるkids』の活動を開始。後に、青年の家が
なくなるとの話が持ち上がり、サークル以外の活動も広げたいという思いから�
『CRAYONLAND』をつくった。気軽にふらっと立ち寄れる場所にするため、必
ず決まった曜日・時間に施設を開け、親子の学びと成長の場として長く継続させ
ることを目指している。�

●活動内容�

●活動の背景、活動への思い�

職員2人�
ボランティア25人�
会員600

構成人員�

募 集 中 ！ �
『CRAYONLAND』にて、子どもたちと遊んだり、
勉強を教えてくれるボランティアを募集中。若
い学生から高齢者まで、年代は問わない。また、
特技があるが活かす場がなく技術を眠らせてい
る人はぜひ連絡を。教室の講師として技術を活
かすことができる。現在多くのママ講師が活躍中。�

●法人認証年月日／�
●主な活動分野／�
●従たる活動分野／�

2005年9月30日�
子どもの健全育成�
まちづくり、職業能力・雇用機会�

概要�

連絡先�

〒�

052-482-8989 平日・土　10:00～18:00�
052-482-8989�
crayon_land@ybb.ne.jp�
http://www.crayonland.sakura.ne.jp

T E L �
FAX�
E-mail�
URL

453-0053 名古屋市中村区中村町4-51　清正ビル1F



学習障害児・者の教育と自立の保障をすすめる会�

すべての子ども・青年に豊かな教育と豊かな生活を�

名古屋市中川区�

主な活動は以下の通り。1.『学習障害児の学園　見晴台学園』を運営し、学習
障害など発達と学習に困難を抱える子どもへ学ぶ場を提供。2.『小中学生の豊
かな居場所　土曜教室』において、発達と学習に困難を抱える児童生徒に、豊
かな育ちの場を提供。3.『自立支援センターるっく』において、知的障害などをも
つ青年に対し、一般就労や事業所で働き続けるための支援を行う。4.障害児・
者の子育てや、教育・就労・生活に関する相談、講習、研修、出版事業を実施。�

同団体は、学習障害などをもつ子どもたちが、義務教育終了後も引き続き、学び
残してきたことを学習し、自立するための力がつけられる「高校」教育の場をつく
りたいとの思いから、1990年2月に前身となる『学習障害児の高校教育をもとめ
る会』を発足。すべての発達障害をもつ子どもや青年が、健全に育ち豊かな思
春期・青年期を過ごし、その人らしく社会で生活できるようにと、活動を続けている。�

●活動内容�

●活動の背景、活動への思い�

職員32人�
ボランティア10人�
会員250

構成人員�

募 集 中 ！ �
同団体の活動場所での見学、体験入学、相談
を随時受け付けている。また、会員を募集中。
同団体の活動に賛同する人や関心のある人は
ぜひ。年会費は、個人会員が１口3,000円、団
体会員は１口8,000円で何口でも申込み可能。�

●法人認証年月日／�
●主な活動分野／�
●従たる活動分野／�

2000年5月17日�
子どもの健全育成�
保健・医療・福祉、社会教育�

概要�

連絡先�

〒�

052-224-7378 平日　10:00～17:00�
052-354-0354�
gakuen@miharashidai.com�
http://www.miharashidai.com/

T E L �
FAX�
E-mail�
URL

454-0871 名古屋市中川区柳森町1911　見晴台学園�



カンガルーポケット�

「子育てあんしん講座」でお母さんの悩みを語り合う�

名古屋市千種区�

子育ての悩みや気になることを小グループで話し合う『子育てあんしん講座』を
開催。そのほか、『お母さんとおばあちゃんのためのポケットケア講座』、『怒りの
コントロール学習会』、『夫とうまく暮らす方法』、『乳幼児期に育つ子どものやる気・
勇気づけ』などの実践的なテーマで講座やグループワークを行う。子どもが小さ
くて出かけられない母親グループへの出張講座もしている。また各地で子育て講
演会も行っている。�

かつて子育てのつまずきで悩んだことから、「母親の先輩として子育てを振り返り
ながら、娘世代が親になっていくのを応援したい」と活動を始めた。子どもが自立
していくためには、幼いころから自分を「愛されている」「やり遂げる力がある」「人
の役に立つことができる」などと感じられるように親子のコミュニケーションが大
切と考える。スタッフは子育ての経験に磨きをかけ、資格を取ったり、勉強しなが
ら講師として活動にあたっている。�

●活動内容�

●活動の背景、活動への思い�

職員2人�
ボランティア7人�
会員20

構成人員�

募 集 中 ！ �
母親は毎日「おかあさん」をしているとストレス
がたまるもの。「たまには忙しい日常から離れた、
特別な2時間を過ごしませんか」と講座への参
加でリフレッシュすることを呼びかけている。また、
5人以上の母親グループであれば講座の出張
に応じられるというので、子育てに悩む人は気
軽に相談してみてはいかが。�

●法人認証年月日／�
●主な活動分野／�
●従たる活動分野／�

2006年7月31日�
子どもの健全育成�
男女共同参画�

概要�

連絡先�

〒464-0015 名古屋市千種区富士見台4-1�
　　　　　  ライオンズガーデンヒルズ富士見台1-307

052-737-3508　平日　10:00～17:00�
052-701-5509�
info@k-pocket.jp�
http://www.k-pocket.jp/menu.html

T E L �
FAX�
E-mail�
URL



CAPNA

子育てする親に寄り添い、児童虐待のない社会を目指す�

名古屋市中区�

1. 電話相談員養成講座を受講した相談員が電話相談を受けている。虐待をし
てしまう親や虐待を受けた子どもからの相談、虐待を目にした人からの通報だ
けでなく、幼少期に虐待を受け長年心の傷に悩んできた人からの相談も多い。�

2. 児童虐待問題に取り組む団体とのつながりを活かして全国から優れた講師を
招き、虐待通報の窓口になっている役所や保健所などの行政職員を対象とし、
虐待や親子関係などについて研修を行っている。�

児童虐待の問題に対して「児童相談所や弁護士、児童養護施設などが協力し
て取り組むべき」という思いからそれぞれの立場の人々が集まり、児童虐待につ
いて総合的に取り組む民間の組織として設立。均質でハイレベルな支援をより
多くの人へ届けることや、親を指導するのではなく寄り添う形での支援を目指し
ている。また虐待死は生まれてすぐ発生することが多いことから、今後は妊娠中
の女性に対する支援にも力を入れていきたいとの抱負をもつ。�

●活動内容�

●活動の背景、活動への思い�

職員4人�
ボランティア100人�
会員485

構成人員�

募 集 中 ！ �
電話相談員や研修の講師を担うボランティア
を募集中。「特に電話相談員が不足している」
と同団体。電話相談員の養成講座は1か月に2
回で約1年間、講師はCAPNA理事である弁護士、
医師、大学教授など。虐待についての基礎知
識や、傾聴について学ぶ。また、同団体の活動
を支える寄付も常時募集している。�

●法人認証年月日／�
●主な活動分野／�
●従たる活動分野／�

2000年3月21日�
子どもの健全育成�
保健・医療・福祉、�
人権擁護・平和推進�

概要�

連絡先�

〒�

052-232-2880 平日　10:00～17:00�
052-232-2882�
approach@capna.jp�
http://www.capna.jp/

T E L �
FAX�
E-mail�
URL

460-0002 名古屋市中区丸の内1-4-4-404



協育NPO母里ん子�

「群れ遊び」を通してたくましく「協育」する�

名古屋市名東区�

思いやりや自己主張できる心を育む「協育」を目的として、0～6歳の子どもと母
親が集まって「群れ遊び」の活動を行っている。内容は、「ムーヴィメント」（跳ぶ・
走るなどの身体運動）、「手唄あそび」（手・身体を使いながらわらべ歌を歌う遊び）、
「手あそび」（折り紙や手を使った遊び）で構成される。そのほか年長児向けに、
基礎学力や知性を育てるトレーニング『知郁あそび』の活動や、市民を対象に『幼
育セミナー』の開催、託児支援なども行っている。�

現代表の西川氏は、幼稚園教諭・保育士・塾講師や、二児の養育経験をもつ『幼
育コンサルタント』。自身の子育て期に、悩み苦しんだ経験から「同じような悩み
を持つ母親をサポートしたい」と思うようになり、同団体を設立した。子どもたちの
能力をバランスよく健やかに育み、自己肯定力を高め、多様な人間関係の中で
信頼感や生きる力を育くむことを目指す。『幼育コンサルタント』の指導のもと、
母親たちも学び助け合いながら活動している。�

●活動内容�

●活動の背景、活動への思い�

職員0人�
ボランティア38人�
会員108

構成人員�

募 集 中 ！ �
同団体と一緒に活動する正会員を募集している。
会費は親・子ども各5,000円（入会金、年会費
が別途必要）。活動日は月・水・金の10時～16時。
活動場所は5ヶ所（名古屋市内・名古屋北部・
知多・知多南部・岡崎）。詳しくは問い合わせを。
半日参加や見学も大歓迎とのこと。�

●法人認証年月日／�
●主な活動分野／�
●従たる活動分野／�

2007年3月1日�
子どもの健全育成�
社会教育、学術・文化・芸術・スポーツ�

概要�

連絡先�

〒�

052-783-6315 火　14:00～17:00�
052-783-6315�
morinko_nagoya@yahoo.co.jp�
http://www.morinko.jp/

T E L �
FAX�
E-mail�
URL

465-0078 名古屋市名東区にじが丘1-3-1



こころとまなびどっとこむ�

傷ついた子どもたちが前向きに生きられる社会をつくる�

名古屋市中村区�

不登校の中学生のためのフリースクールを開校。出席日数や時間は自由で、学習・
ものづくり・体力作りを柱にさまざまなことに取り組んでいる。季節に1回、親子で
参加するイベントも実施。また不登校の子どもを持つ親を対象に、不登校問題
の正しい理解を広げる講演会やシンポジウムを開催している。そのほか行政と協
働で相談会やイベントを開催するなど、あらゆる子育ての問題に対応できるよう、
顔が見えるネットワークづくりに取り組んでいる。�

通信制サポート校の生徒の大半が、中学校時代に不登校など、心の問題を抱
えていたという背景を知った創設メンバーが、不登校の悩みなどに答える電話相
談を開始。その後、よりきめ細やかな支援をするため団体を設立した。「不登校
や不就労など、子どもや若者が抱える悩みの原因は社会にあり、それは大人の
責任である。このような社会を変えるため、多くの大人に理解と共感を広げてい
きたい。苦しむ子どもたちになんとか前向きに生きてほしい」と理事は語る。�

●活動内容�

●活動の背景、活動への思い�

職員5人�
ボランティア20人�
会員25

構成人員�

募 集 中 ！ �
イベント参加者を募集中。「不登校問題と直接
関わりがない人でも、理解者が社会に増えるこ
とで、不登校の子どものプレッシャーやストレス
が減る」とのこと。希望者はイベントの受付など
ボランティアとして活動することもできる。イベン
ト情報はホームページ参照。また、フリースクー
ルで子どもと交流するボランティアも募集している。�

●法人認証年月日／�
●主な活動分野／�
●従たる活動分野／�

2003年10月20日�
子どもの健全育成�
まちづくり、学術・文化・芸術・スポーツ�

概要�

連絡先�

〒�

052-452-1136 平日・土　9:00～17:00�
052-453-5188�
info@f-kokorotomanabi.com�
http://www.f-kokorotomanabi.com

T E L �
FAX�
E-mail�
URL

453-0015 名古屋市中村区椿町12-7



子育ち・子育て支援NPOたんぽぽ�

「子どもが育ち、大人も育つ」子育ち・子育て支援�

名古屋市南区�

子育て中の人の学習を支援するための託児者派遣、親子で集う子育てサロン、
各種イベントや講座、講師派遣などの事業を行っている。子育てサロン事業には、
手あそびや紙芝居などを仲間と共に親子で楽しむ『あそび場』、親子でふれあい、
仲間をつくる『ベビーのあそび場』、子育て中の人が今の思いを語り合う『しゃべ
り場』（託児付き）、子育てサークルなどに出向いて遊びを実践する『あそびのデ
リバリー』などがある。�

名古屋市女性会館の開館と同時に、子育て中の人の学習権の保障のため結
成され、託児活動を続けてきた託児の会「たんぽぽ」のメンバーが中心となって
団体を設立。スタッフは「子どもは自ら育つ力をみんな持っている。その力をどう
見守り、どう育むかを、親に寄り添いながら、共に考えていきたい」との思いから、
子どもも大人も、すべての人がその人らしく生き、人と人が支えあい、育ち合う社
会の実現を目指して活動している。�

●活動内容�

●活動の背景、活動への思い�

職員0人�
ボランティア50人�
会員72

構成人員�

募 集 中 ！ �
同団体の思いに賛同して、共に活動する正会
員や、運営を支える賛助会員を募集している。
ただし、保育スタッフは名古屋市女性会館・各
区生涯学習センター主催などの託児者養成講
座修了者及び理事会で承認された方。会員に
は情報誌『たんぽっぽ』（年3回発行予定）を
配布している。�

●法人認証年月日／�
●主な活動分野／�
●従たる活動分野／�

2003年9月17日�
子どもの健全育成�
社会教育、男女共同参画�

概要�

連絡先�

〒457-0863 名古屋市南区豊4-10-6　A-512

052-811-3358�
052-811-3358�
npo.tanpopo.staff@gmail.com�
http://npotanpopo.web.fc2.com/

T E L �
FAX�
E-mail�
URL



子育て支援のNPOまめっこ

親子と地域をつなぎ、子どもが健やかに育つ社会を

名古屋市北区

1. 名古屋市北区の商店街で親子のひろば『遊モア』を運営。子どもの遊び場と
しての役割だけでなく、親同士のディスカッションを通じて子どもや自分自身、
家族のことについて考える時間を設けたり、普段接する機会が少ない企業や
商店街の人 と々親子がつながる機会をつくっている。

2. 子育て支援者や子育て支援に関心のある人を対象に、人と人をつなぐ力や
傾聴など、スタッフとして必要とされる能力をテーマとした養成講座を開催。 

前身の親子教室を引き継ぎ、子育て支援の必要性を感じていた現理事長が現
在の形とした。親も子も主人公となれる場や時間を提供し、親、職員、地域住民
などみんなで子育てをする社会を推進している。また、親子が地域とつながること
で子どもの健やかな成長を促し、母親や父親をはじめ、社会の子育てに対する意
識を変えることで、子育て環境や働き方などの問題解決を目指している。

●活動内容

●活動の背景、活動への思い

職員10人
ボランティア15人
会員70

構成人員

募 集 中 ！
育児休暇中の職員や男性職員を対象とした子
育て講座に関心のある企業は、ぜひ同団体に
声をかけてほしい、と呼びかけている。「働くだけ
でなく、子育てを通して人や地域とのつながりを
創りたい、との思いを持って活動しているので、
将来社会に出ていく子どもたちの成長のため
に、企業もぜひ協力してもらいたい」とのこと。

●法人認証年月日／
●主な活動分野／
●従たる活動分野／

2000年1月20日
子どもの健全育成
社会教育、男女共同参画

概要

連絡先

〒462-0845 名古屋市北区柳原4-2-3　遊モア内

052-915-5550　随時
052-915-5550
mamekko@k6.dion.ne.jp
http://www.h5.dion.ne.jp/~mamekko/

T E L
FAX
E-mail
URL


