平成 26 年度 特定非営利活動に係る事業報告書
ＮＰＯ法人ちば子ども学研究会

１ 事業の成果
平成 26 年度は、轟公民館の「子どもなんでも体験隊」の活動やマンション事業の他に、思わぬオファーが相
次ぎ、新たな取り組みをいくつも行った。うまくいったもの、継続できなかったもの、いろいろあるが、挑戦するこ
とで、新しい視点、課題が見つかり、有意義な経験となった。
また、千葉キワニスクラブの第 31 回社会公益賞の受賞や、ちば市民活力創造プラザ（現：千葉市民活動支援
センター）のエンジェル大賞の小天使賞を受賞するなど予想もしない賞をいただくことができた。

(1) 子育てに関する研修、学習の場を提供する事業
① 千葉大学教育学部生涯教育課程「地域子育て支援活動実習Ⅰ，Ⅱ」の開催協力
平成 18 年度から行っている千葉大学教育学部との連携事業である生涯教育課程の「地域子育て支援活動実
習 I、Ⅱ」への協力を引き続き行った。学生たちには「子どもなんでも体験隊」の実施に協力、参加することを中
心に活動してもらった。はじめのうちは、どう小学生と接していいか戸惑っていた学生たちが、企画運営を任せ
ることで積極的に活動するようになり、体験隊活動が盛り上がり、小学生にも大学生にも好評だった。

②千葉市生涯学習センターの「放課後子ども教室コーディネーター等研修会」に講師として参加 （9/16、10/8）
放課後子ども教室ですぐに役立つプログラムの紹介する内容で依頼を受け講座を行った。講座の中で放課後
子ども教室を実際に担当しているコーディネーターさんたちが抱えている悩みや問題に直面し、その問題解決
のために今後重点的に取り組むことになった。

【千葉市の放課後子ども教室の取り組みについて学ぶ会の開催 10/21】
千葉市教育委員会事務局生涯学習部の方を招き、千葉市での放課後子ども教室の取り組み、現状、今後の
取り組みについてお話を伺った。

【放課後子ども教室向けハンドブック作成事業の助成申請 （不採択）】
生活クラブ虹の街エッコロ福祉基金 2014 年度助成に「放課後子ども教室向けハンドブック作成事業案」を申請
したが、第 1 次審査は通過したものの、残念ながら不採択となった。

③ちば地域コンソーシアムに参加
青少年が携帯電話やインターネットを安心して安全に利用できる環境を作ることを目的とした「千葉県青少年
を取り巻く有害環境対策推進協議会（ちば地域コンソーシアム）」に携帯電話会社などの事業者、県、県警察
本部などのメンバーの一員として参加した。
ちば地域コンソーシアム実行委員会（2 回）参加

6/24（火） 、 3/5（木）

ケータイ・インターネット安全教室指導者養成講座 参加 2/8（日）
ケータイ・インターネット安全教室見本市 見学 2/28（土）
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(2) 子ども向けイベント事業
①とどろきこどもなんでも体験隊
「紙であそぼう！」という隠れテーマを設けた今回は、子ども学の必須アイテムでもある新聞紙遊びをメインに
考案。これまで作ってきて子ども達に好評であった作品を抜粋し、通年計画を立てた。新聞紙があるだけで、
仲良くなるきっかけ作りのゲームができることや、センスが光る個性的な物や協力し合いながら大きな物を作り
あげる楽しさ知ってもらうことができた。 最終回には、締めくくりゲームと折り紙講座をして、活動を振り返り、
感想や反省をまとめた。
また、大掛かりな物を作る際には、保護者への参加協力要請をした。共に参加することで見守ることだけで
はなく、地域で子どもたちの活動に関わるという意識を、僅かばかりでも体験していただけたと思う。それを来
年度に繋げていけるようにしたい。

②習志野市実花公民館 子どもチャレンジ大会の協力（6/14(土)）
実花公民館事業の生涯学習をされている「フォーラムちえのわ」さんの活動の一つの小学生対象子どもチャレ
ンジ大会への協力依頼があり、エアーなわとびを行った。中学生のボランティアクラブの子ども達も参加してい
たので、コーナーを手伝ってもらい、実際に縄はなくてもエアーで楽しめる事を十分楽しんでもらえた。所変わ
れば公民館の事業も様々なので参考になった。

③ 新宿公民館 出張イベント 「みんなであそぼう！小学生集まれ！」（7/29（火））
新宿公民館からの「子どもたちが思いっきり発散できることを」という依頼を受け、新聞紙ゲーム、お金持ちゲ
ームなど遊び満載のプログラムのイベントを行った。初めての子どもたちでもすぐに打ち解けることができ、楽
しいイベントを開催することができた。

(３)子育てに関する情報の発信、発行事業
活動や行事の都度、ブログを更新するよう心掛け、ブログを更新するスタッフも 3 人に増えた。年度の終わりに
フェイスブックも始めたので、試行錯誤しながら、定期的に情報発信していきたい。

(４)子どもも大人も安心して過ごせる居場所作り事業
①マンション居住者のためのコミュニティプログラムサポート事業
平成 24 年度より業務委託を受けている新検見川マンション「ザ・パークハウス」の居住者のためのコミュニティ
プログラムサポート事業が、契約期間延長となり、引き続き平成 26 年度もサポートすることとなった。
①子育て交流会「ぴーなっつクラブ」全 4 回
ねんね、はいはいクラスとあんよクラスに分けて実施 → 5/26・8/21・11/17・2/9
両クラス合わせてほぼ 15 組前後の親子が参加
②まちびらき→7/12
③クリスマスツリーとリースの設置→12/7

小学生６人、５家族参加

④クリスマスツリーとリースの片付け→12/26

小学生２人、２家族参加
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②ママズカフェの開催
26 年度は、2 か所のイベントスペースから、集客のためのイベント開催の依頼を受け、交流会や講座を行った。
青葉の森については、告知を 30 万部配布される新聞の折り込みチラシの一部に掲載してもらったが、人が集
まらず、継続が難しかった。
その地域で望まれている内容であるか？広報の仕方など、今後十分検討していく必要がある。大人も子どもも
交流の出来る場所作りとしては有効だと思うので、助成金を活用したり参加者が集まりやすいように企画を考
えていきたい。

1）おおなみこなみでの交流会開催
検見川に新しくできた地域福祉拠点「おおなみこなみ」から依頼を受け、子育て交流会を 2 回、新聞紙バッグを
作りながらの交流会を 2 回実施した。新聞紙バッグ作りはご年配の方が多く、楽しいおしゃべりの場を作ること
ができた。
10/7（金）

新聞紙バック

10/31（金） 子育て交流会

３人

10/23（木） 子育て交流会

親子２組

11/21（金） 新聞紙バッグ

親子３組
5人

2）青葉の森 朝日新聞住宅展示場での交流会開催
１２月１８日（木）にクリスマスツリー作り、１月２２日（木）に新聞紙バッグ作りを開催した。
広告にも掲載してもらい、ブログでの広報も行ったが、新規の参加者 なしという残念な結果に終わった。
住宅展示場という民間の場所を借りて実施することの難しさが分かった。
12/9（火） 子育て交流会

0組

12/18（木） 紙で作るクリスマスツリー

1/28（水） 子育て交流会

0組

1/22（木） 新聞バックを作ろう

0組

2人

③ちばゆるやかにつながろうプロジェクト(ゆるプロ)
「地域」「子ども」をキーワードにいろいろな人とのつながりを作っていくプロジェクトの 3 年目で、ほぼ毎月 1 回、
情報交換会を開催した。出入り自由、飛び入り参加歓迎の名前通りのゆるやかな集まりで、定着してきている。
定期的な集まりの他にメーリングリストを作り、グループメールを行っていて、それぞれの活動の告知や情報提
供が活発に行われており、コラボ企画が実現するなど、メンバー間で盛り上がりを見せている。また昨年に引
き続き、千葉市生涯学習センターのまなびフェスタ 2014 に参加し、「親子で作って話して学ぼう！なんでも体験
会」を行い、それぞれの活動紹介の展示や体験コーナーとしてサンタ折り紙作りを行った。

④子どもフェア 2015 ㏌ちば に参加
千葉市民活動支援センターのメルマガで知った「子どもフェア 2015 ㏌ちば」（4/25（土）、26（日）＠きぼーる）に
申し込み参加した。ゆるプロと同じような趣旨のイベントだったが、主催者や参加団体の多くが、長年千葉で子
育て支援活動を行っている方たちだったので、学ぶこと、気がつくことが多かった。
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２ 事業の実施に関する事項

事業名

事業内容

実施日時

実施場所

従事者

受益対象者

支出額

の人数

の範囲及び

(千円）

人数
千葉大学教育学部 毎週火曜日 10:30 千葉大学

8人

子育てに関 生涯教育課程「地域 ～ 12:00 ＊ 祝 日 、 轟公民館

会員・学生及

０

び成人 40 名

す る 研 修 、 子育て支援活動実 夏休み、冬休み期
学習の場を 習Ⅰ，Ⅱ」の開催協 間除く
提供する事 力
業

ちば地域コンソーシ 6/24,3/5

千葉市生涯学

アム出席

習センター

轟 公 民 館 子 ど も な 5/11,6/8,7/13,9/7, 轟公民館
子ども向け んでも体験隊

10/19,11/9,11/30,

イベント事

12/14（全 8 回）

業

2人

10 人

０

小学生 49 名

91

延べ 420 名

実花公民館出 張イ 6/14

習志野市

ベント

実花公民館

新宿公民館出 張イ 7/29

新宿公民館

3人

小学生 50 人

9

4人

小学生 21 人

14

3人

不特定多数

3人

マンション居

ベント
子育てに関 HP の更新

通年

3

する情報の ブログの更新
発信、発行
事業
マンション内コミュニ
子 ど も も 大 ティ作りサポート事

5/26,7/12,8/21,

新検見川

11/17,12/7,12/26,

人も安心し 業

105

住者延べ 200

2/9

名

て過ごせる ママズカフェの開催

10/7,10/23,10/31,

おおなみこな

居場所作り

11/21

み（検見川）

事業

12/9,12/18,1/22,

青葉の森住宅

1/28

展示場

4人

近隣の市民

1人

地域子育て

ちばゆるやかにつな 5/13,6/24,7/22,

稲毛保健福祉

がろう～未来へ～プ 8/21,9/9,10/21,

センター・轟公

に関心ある市

ロジェクト

民館

民

12/8,1/27,2/26,

38

０

3/26,4/30
まなびフェスタ

12/7

千葉市生涯学

3人

5

習センター

子どもフェア

4/25，26

きぼーる

4人

不特定多数
来場数 400 名
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