2019年度事業計画(案)

この法人は、子育て孫育てに関わる全ての人の「はじめの一歩」
を助長し、「助け合う」「支え合う」「認め合う」「見守る」
地域づくりを基本理念とし、地域と連携をはかり、
繋がる・広がるネットワークづくりに関する事業を行い、
子どもと大人、個と社会それぞれが、互いに
「支え合い･助け合う」ことが自然にできる環境を

目指すことを目的とする。

⑴子育て支援情報の循環整理事業
【事業名】子育て情報発信サイト「あいちかすがいっこ広場」
（１）事業内容・目的
あいちかすがいっこ広場は「ＮＰＯ法人あいちかすがいっこ」の行うイベントや
事業についての広報ツールとして情報を発信します。
（２）更新予定日時
随時更新・メールマガジンは毎月1日発信（イベント時は臨時配信）
（３）実施予定場所
当法人事務所
（４）従事者の予定人数
当法人より1名
（５）受益対象者の範囲及び予定人数
企業会員および、子育てに関わる全ての人
（６）収益見込み
０（千円）
（７）費用見込み
48,000円（管理費 4,000円×12カ月）
【事業名】プチサミット
（１）事業内容・目的
支援団体の情報交流と、子育て中のママの「今」の問題や現状の交流を
意見交換できる会議です。
（２）開催予定時期
第20回 2019年6月24日（月）
（３）実施予定場所
大和エネルフ㈱カスタマーセンター内
（４）従事者の予定人数
当法人より2名
（５）受益対象者の範囲及び予定人数
子育て支援事業に従事している関係者
（６）収益見込み
０円
（７）費用見込み
（印刷費程度）
【事業名】春日井の子育て情報発信サイト「ハッピーマムズ」
（１）事業内容・目的
春日井市から子育て情報サイトの運営を受託しています。
昨今の雑多な情報に子育て世代（特に0歳児のママ）が必要な情報を探せるサイト
を目指します。
（２）実施予定時期
2019年4月1日から2020年3月31日まで（年度更新）
（３）実施予定場所
サイト管理：当法人事務所
情報収集：春日井市内支援センタ―及び子育て世代の集う場所
（４）従事者の予定人数
サイト管理：当法人より1～2名
情報収取：当法人ママスタッフを中心に2名
（５）受益対象者
0歳児および未就園児の保護者
（６）収益見込み
360,000円（管理費 30,000円×12カ月）
（７）費用見込み
24,000円（情報収集に伴うスタッフ派遣（1,000円/回×２）×12カ月＝24,000円）

⑴子育て支援情報の循環整理事業

（2）次世代育成事業
【事業名】ソーシャルペアレント講座
（１）事業内容・目的
この講座は乳幼児の子育て中の母親向けの講座です。母親が世間一般の子育て情報
に振り回されず、子どもの基本的な発達を知り、社会の一員として、子どもとの向
き合い方や育児に活かせる内容を知ることで、安心して子育てできることを目的と
しています。
（２）実施時期
2019年4月19日・26日・5月10日（金）
１．子どもとわたしの未来を思い描いてみよう
２．発達のキホンを知ることでわたしの子育ての軸を持とう
３．「よのなか」のお作法を知ると、より子育てが楽になります。
そして、わたしのことも考えてみよう。
（３）実施予定場所
大和エネルフ㈱カスタマーセンター内
（４）従事者の予定の人数
当法人より2名
（５）受益対象者の範囲
0歳～3歳の子どもを持つ母親
（６）収益見込み
30,000円（10,000円×3名）
（７）費用見込み
17,000円
託児費 800円／2時間×5人×3日＝12,000円
会場費 1,000円×3回＝3,000円
消耗品、コピー代等 2,000円
【事業名】子育て支援者養成講座 （現在検討中）
（１）事業内容・目的
この講座は現在子育てしているかどうかに関わらず、子育て支援に興味のあるすべ
ての人を対象としています。また、学んだことを現場で「実践」します。
修了時には「修了証」を発行していますが、この修了証が、個人の自信や社会との
つながりを強化することを目的としています。
（２）実施予定時期（案）
2019年秋～開催予定 下記は昨年度のカリキュラム
講座名・研修内容
1回

「子育て環境を知る」

2回 「子どもを育てるということ」
3回

「子どもの成長」

4回

「子どもと社会の問題」

5回

「救命講習」

6回

実践

7回

子育て支援者とは

講師

内容

NPO法人あいちかすがいっこ

代表理事 松元
玉葉会

永己

乳児院

子育てについて、様々な知識を知る。

かすがい☆ｽｷﾝｼｯﾌﾟたいむ

小菅

祐美氏

コーチングマーム
代表 三浦 真弓氏

春日井市消防署
日本赤十字

社会のしくみや制度について学び、共通知識にする。
昔と現在の子育て環境の違いを知る。

または

子どもの心の成長や身体の成長について知る。

思春期時期の子どもと社会に関わる様々な問題について知る。

心肺蘇生やＡＥＤの使い方、けがの手当など、
応急手当を習得。
0歳児の親子広場 「なないろ広場」の参加・見学
または、ママの文化祭の託児室及び、見守り隊（仮）

ＮＰＯ法人あいちかすがいっこ

代表理事

松元

永己

講座のふりかえり。修了式

修了書を発行する。

（2）次世代育成事業
【事業名】子育て支援者養成講座 続き
（３）実施予定場所
大和エネルフ㈱カスタマーセンター内 及び 実習はそれに付随する会場
（４）従事者の予定人数
当法人より2名
（５）受益対象者の範囲
子育て支援に興味のある市民（20名）
（６）収益見込み
60,000円
一般 30,000円（3,000円×10名）
企業 30,000円（10,000円×3名）
（７）費用見込み
40,000円
印刷費等実費
講師謝礼（10,000円×4名）
【事業名】あいち防災プロジェクト
（１）事業内容・目的
28年度より開始した事業「つながり」の強化を図り、発災時に生きる連携
を図れる仕組みづくりを行います。
この事業は公益信託 愛・地球博開催地域社会貢献活動基金 成果調査報
告書にも事例に取り上げられ、継続的に地域での繋がりを持ち続けること
を目的としています。
（２）開催予定時期
2019年6月20日（水）防災ポーチ作り
7月14日（日）9月10日（火） 防災講座
（３）実施予定場所
・6月20日（水）
大和エネルフカスタマーセンター
・7月14日（日）
ナゴヤハウジングセンター 春日井会場
・9月10日（火）
小野小学校
（４）従事者の予定人数
各日程当法人より1名・プロジェクト実行委員 計1名 計2名
（５）受益対象者の範囲及び予定人数
6月20日 子育て中のママ及び市民 7名
7月14日 興味のある市民 20名
9月10日 その小学校に通う保護者 20名
（６）収益見込み
45,000円（7月14日：15,000円 9月10日：30,000円）
（７）費用見込み
（印刷費等実費）
【事業名】ママフレ会員
（１）事業内容・目的
この講座はハンドメイドやお教室運営を始めて間もない、子育て中の母親
向けの講座です。「家族」を大切に「私」らしく動いていきたいという共
通の活動スタイルを持ち合わせた仲間と、共に学び考え実践し振り返るこ
とで、自身のスキルアップとファン拡大につなげていきます。
（２）実施時期
2019年4月～2020年2月

（2）次世代育成事業
日時

内容

講師

4月24日（水）

プラン確定と未来設計シートの作成

5月23日（木）

SNS活用術講座☆

5月27日（月）

特別講座～子育てをしながら活動していく人に伝えたいこと～

5月29日（水）

スマホフォトレッスン☆

6月13日（木）

セルフブランディング講座 ☆

田口 さおりさん

7月2日（火）

ディスプレイ実践講座 ☆

田口 さおりさん

9月4日（水）

出展お作法について・個別相談会

9月・10月

模擬出展（kurashiフェア・春日井まつりなど）※希望者のみ

10月30日（水）

ディスプレイ見直し

12月17日（火）

ママの文化祭 前日搬入（ディスプレイチェック）☆

12月18日（水）

ママの文化祭

1月中旬

振り返り会・ランチ会

水上美晴・松元永己
吉村 典子さん
松元永己
梅崎 美帆さん

水上美晴
田口 さおりさん
水上美晴

（３）実施予定場所
大和エネルフ㈱カスタマーセンター内
（４）従事者の予定の人数
当法人より2名
（５）受益対象者の範囲
ハンドメイド・お教室運営を始めて間もない母親
（６）収益見込み
ママフレ講座
81,000円
・受講料 60,000円（10,000円×6人）
・特別企画
ＳＮＳ講座 7,000円（1,000円×7人）
フォトレッスン 14,000円（2,000円×7人）
（７）費用見込み
45,000円
・講師謝礼15,000円×2日＝30,000円
5,000円×1回＝5,000円
10,000円×1回＝10,000円
・消耗品、コピー代等
【事業名】夏休み自由研究大作戦（初開催・春日井市教育委員会後援申請中）
（１）事業内容・目的
子どもたちの夏休みの過ごし方で、保護者の悩みにもなっている夏休みの宿題を当法人の
関わる企業様を交えて行うことで、「学びの楽しさ」を知り、そして、一つのことに取り
組む姿勢を身に着ける機会とすることを目的とします。
（２）実施予定日時及び開催時期
2019年7月30日（火）・8月7日（水）10:00～15:00
（３）従事者の予定人数
当法人より 8名（内子どもスタッフ6名）
（４）受益対象者の範囲及び予定人数
両日各20名・春日井市民及び近隣の市町の子ども
（５）収益見込み
60,000円
（参加費（1,500円×20名）×2日間）
（６）費用見込み額
48,000円
（講師料・雑費（プリント等）スタッフ謝礼）

（3）地域交流・活性化に伴うイベント事業
【事業名】ママの文化祭®
（１）事業内容・目的
このイベントは、～地域を巻き込み、みんなで子育て～をテーマに、ママが主役の地域
が元気になるイベントです。
「ママ・パパ×学生×企業×子育て支援団体×地域×行政」それぞれが、必要な人とつな
がれる場を提供します。
（２）実施日
2019年12月18日（水） 10:00～15:00
（３）実施予定場所
春日井市総合体育館
（４）従事者の予定人数
ママの文化祭 実行委員会 25名（2019年5月～募集開始 6月キックオフ）
（５）受益対象者の範囲及び予定人数
春日井市内及び近郊に住む市民 特に母親や子どもを対象 4,000名
（６）収益見込み額
3,500,000円
・出展料 企業ブース 2,000,000円
（50,000円・100,000円・150,000円 トータル35ブース）
企業ミニブース 400,000円
（27,000円×15ブース）
ママブース 400,000円
（4,000円・8,000円 トータル80ブース）
・協賛企業 400,000円
・共催企画 300,000円
（７）費用見込み額
1,700,000円
・会場使用料 700,000円
・備品消耗品費 200,000円
・外注費 700,000円
・広告宣伝費 100,000円
【事業名】ちょっと小さなママの文化祭®
（１）事業内容・目的
開催地区は春日井市内に限らず、「ママのはじめの一歩」を助長するイベントとして、
「 ～みつかる つながる ママのネットワーク～ ちょっと小さなママの文化祭®」
を開催します。開催地域の地元企業とその地域で活動するサークル等の連携を図り、新
たな関係を築く機会を作っています。
（２）実施予定日時及び実施場所
１ 2019年10月19日（土）・20日（日）春日井まつり
２ 2019年10月19日（土）一宮市
３ 2020年3月 大和エネルフ㈱カスタマーセンター
（３）従事者の予定人数
未定
（４）受益対象者の範囲及び予定人数
来場予定 300名
（５）収益見込み額
150,000円
（1～3 企画料・運営費等）
（６）費用見込み額
40,000円
（1～3 当法人人件費・消耗品費 等）

（3）地域交流・活性化に伴うイベント事業
【事業名】「ネピア」ブランド化推進プロジェクト
（１）事業内容・目的
ネピア春日井ブランド商品を市民が購入することにより、その売り上げの一部が
今年度はブックスタート事業 及び 子ども応援団「地域のおじさん・おばさん」の
活動に利用されます。
当法人は、”ｎｅｐｉａ”ブランド製品を市民の方に触れていただく機会を設け、
また、継続してサンプリング・広報活動を行うことで春日井市内の売り上げの向上を
図ります。
（２）実施予定日時及び開催時期
①春日井市子育て子育ち総合支援館にて0歳児の広場 月1回×11カ月
②春日井市内外イベントでのＰＲ 年間3回開催
③当法人にて月刊はるるの誌面作成・サンプル管理
（３）従事者の予定人数
各回当法人より1名または2名
（４）受益対象者の範囲及び予定人数
①各回約70名×11カ月 770名
②500名前後×4回 2,000人
（５）収益見込み
・出展料・人件費等
510,000円
50,000円×3回＝150,000円
30,000円×12カ月＝360,000円
（６）費用見込み額
42,000円
旅費交通費 3,000円×4回＝12,000円
人件費 10,000円×3回＝30,000円
【事業名】ネピアブランド化推進プロジェクト ～4か月児健康診査サンプリング～
（１）事業内容・目的
春日井市子ども政策課が行う、「4か月児健康診査」において、ネピア春日井ブランド
化推進プロジェクトの一環として、ｎｅｐｉａ商品でもある紙オムツ「nepia whito」
のサンプリングを4か月児健康診査受診者の保護者に向けて行います。
（２）実施予定日時
1カ月5回×12カ月 年間60回開催
（３）実施場所
保健医療センター 春日井市鷹来町１－１－１ 0568-84-3060
保健センター 春日井市中央台1丁目1-7 0568-91-3755
（４）従事者の予定人数
当法人より1名（固定）・ママ応援会員1名
（５）受益対象者の範囲及び予定人数
4か月健康診査を受診する、春日井市民の赤ちゃん 約3,000人
（６）収益見込み額
600,000円
（事業費 10,000円×5回/月×12ヶ月＝600,000円）
（７）費用見込み額
180,000円
（人件費 3,000円×5回/月×12カ月＝180,000円）

（3）地域交流・活性化に伴うイベント事業
【事業名】子どもたちの未来のためにわたしたちの暮らしを考えよう
「SDGsカードゲームで世界の今を知ろう」～SDGsから生まれる世界の可能性～
（１）事業内容・目的
昨今日本の企業なども注目しているSDGs。2030年に向けて、すべての人々が豊かで
平和に暮らし続けられる社会をめざし「持続可能な開発目標（SDGs）」が国連サ
ミットで採択されました。なかなか子育てとは結び付きにくいイメージですが、私た
ち「あいちかすがいっこ」の活動が持続可能なものとなるよう、様々な視点で考えて
みることを目的としています。
（２）実施予定日時及び開催時期
2019年4月18日（木）ゲーム 10:30～12:00 交流 12:00～13:00
グリーンパレス春日井にて
（３）従事者の予定人数
当法人より 8名
（４）受益対象者の範囲及び予定人数
30名
春日井市及び近隣の市民
（５）収益見込み
61,000円
（一般参加費3,000円 ママ応援会員1,000円）
（６）費用見込み額
30,000円（講師料）
【事業名】未来の春日井のために～考えてみる、ためしてみる、やってみる～
（１）事業内容・目的
春日井市制75周年記念事業で行った事業について継続的に取り組む課題だと私たちは
考えました。
今回は､助成金などの補助はありませんが、再度ＩＩＨＯＥ[人と組織と地球のための
国際研究所］川北秀人（かわきたひでと）代表をお招きし､『春日井市の今とこれか
ら』そして私たちの役割を考えていきたいと思います。
今回は実際に春日井市で活動している団体の発表を交えながら、ご教授いただきます。
（２）実施予定日時及び開催時期
2019年5月24日（金）10:00～13:00
グリーンパレス春日井 第9会議室
（３）従事者の予定人数
当法人より 8名
（４）受益対象者の範囲及び予定人数
70名
春日井市及び近隣の市民
（５）収益見込み
70,000円
（参加費1,000円×70名）
（６）費用見込み額
89,500円 （団体持ち出し）
（会場費・講師謝礼・人件費・印刷製本費・雑費等）

（3）地域交流・活性化に伴うイベント事業
【事業名】2019年度東海ろうきん「NPO育成助成事業」
（１）事業内容・目的
現在当法人は、春日井市の市民活動支援センター「ささえ愛センター」にスタッフ
を従事しています。（春日井市と個人の契約形態）
市民活動が盛んな街春日井市が、これからも世代間でつながりを持ちながら“持続
可能な自治体”になっていくために、私たちがすべきことは何なのか？をこの助成
金を利用し2つのことを実現したいと考えています。
１：ボランティアコーディネーション力検定3級の取得
２：市民活動団体として街づくりについて考える会を開催（川北秀人氏をお招き）
（２）実施予定日時及び開催時期
2019年6月29日（土）10:00～18:00
ボランティアコーディネーション力検定受験
2019年11月中旬
川北秀人氏講演会
（３）従事者の予定人数
当法人より 8名
（４）受益対象者の範囲及び予定人数
90名
春日井市内で活動する市民活動団体
（５）収益見込み
445,000円
（助成金 400,000円 参加費 500円×90名）
（６）費用見込み額
350,000円
（会場費・講師謝礼・人件費・印刷製本費・雑費等）

2019年5月

中日新聞近郊版

（4）子育て世代の交流・居場所を作る事業
【事業名】親子広場～なないろ広場～
（１）事業内容
春日井市子育て子育ち総合支援館（げんきっ子センター）にて毎月開催される0歳
児（～8ヶ月まで）の教室を企画し運営も行います。
（２）実施予定日時
毎月1回・年間11回開催（8月は夏休みのためお休み）
（３）実施予定場所
春日井市子育て子育ち総合支援館（げんきっ子センター）
（４）従事者の予定人数
あいちかすがいっこより1名、子育て支援団体より1名～3名
（５）受益対象者の範囲及び予定人数
8ヶ月までのお子様をお持ちの親子 約50組
収益見込み
（６）業務委託費
22,000円（支援団体に対して（1回2,000円×11回））
（７）費用見込み額
720円
（印刷製本費 60円/月×11カ月）
【事業名】ママステーション
（１）事業内容・目的
当法人が直接主催運営を行い、誰もが気軽に集える場所を
開催します。
ママステーションには各駅長（コンテンツ）を
用意し、座談会や親子のふれあい遊びや、人気の
フォトレッスンやメイク講座など様々な企画で、
当法人事務所のあるカスタマーセンターへママが
気軽に立ち寄れる場所を目指します。
（２）実施予定日時及び実施場所
開催日

駅名

担当駅長

第1月曜

ママと赤ちゃんのお部屋

宮田智美さん

くみこばーばのお部屋

間宮くみこさん

第2水曜

ゆーみんの子育て相談室

小菅祐美さん

毎月15日

マイスタイル起業相談

松元

毎月第4木曜

スマホフォトレッスン

梅崎美帆さん

家族の健康について考えよう

香月礼さん

ナチュラルメイクで子育てを楽しもう

友松ひとみさん

第1第3月曜

7月3日（水）
11月27日（水）
2月5日（水）
6月18日（火）
10月18日（金）
2月18日（火)

大和エネルフ㈱カスタマーセンター内
（３）従事者の予定人数
当法人より1名+駅長
（４）受益対象者の範囲及び予定人数
《ママと赤ちゃんのお部屋・ばーばのお部屋》
0歳児のママとそのお子様
《その他》
子育て中のママ

（4）子育て世代の交流・居場所を作る事業
【事業名】ママステーション つづき
（５）収益見込み額
30,000円（参加費等）
（６）費用見込み額
70,000円 （団体持ち出し）
（講師謝礼・スタッフ人件費等）

2019年6月

中日新聞近郊版

（5）母親の社会復帰を応援する事業
【事業名】大和エネルフ㈱カスタマーセンターの管理業務
（１）事業内容
大和エネルフ㈱カスタマーセンター、3階4階部分の貸館業務を委託されています。
この売り上げは、当法人の事業収益になるため、利用者の拡大と法人様に向けた利
用促進をしていき、収益向上につなげていきます。
（２）実施予定日時
2019年4月から2020年3月まで
（３）実施予定場所
大和エネルフ㈱カスタマーセンター
（４）従事者の予定人数
あいちかすがいっこより１名
（５）受益対象者の範囲及び予定人数
団体登録した団体及び関係者 1,000人
（６）収益見込み額
360,000円（月利用額30,000円の場合）
（７）費用見込み額
30,000円（清掃道具・備品等）

今年度８月の料金改定について
当初8月を予定しておりましたが、10月に変更（理由：消費税の改正があるため）
研修室・多目的室
1,080円（税込）→1,650円（税込）
1,620円（税込）→2,200円（税込）
エネルフホール終日
8,100円（税込）→9,900円（税込）

（5）母親の社会復帰を応援する事業
【事業名】ノックノックホームサポート事業
（１）事業内容
春日井市から「子育て家庭訪問支援事業」を受託しています。
子ども（特に乳児）に対する虐待の防止や、母親の孤独育児からの救済にもつながり、
また、「赤ちゃん以外の大人との会話」で、日中の孤立感が軽減すると利用者の声が
届いています。
（２）実施予定日時
2019年4月から2020年3月まで
（３）実施予定場所
【訪問先】春日井市内の依頼者の自宅
【支援員数】20名
（５）受益対象者の範囲及び予定人数
春日井市内に在住する0歳から
6歳の子どもを持つ母親
（６）収益見込み額及び業務委託費
400,000円（管理費一式
74,303円×4半期 + 訪問費用は別途精算）
（７）費用見込み額
支援員の実費（1時間1,000円）×依頼件数
傷害保険等 30,000円/年
《その他》
今年度は支援員研修を行い、支援員育成に努めます。（支援員研修は9月を予定）
【事業名】会員獲得活動
（１）事業内容・目的
当法人の事業に共感してくださる企業様と、継続的に関わる機会を設けることで、
地域・企業の活性化を図ります。
また、企業とＮＰＯ法人との連携は地域を巻き込み事業をするうえでとても重要なことだと
考えています。
～企業会員～
・企業会員 5社限定
大和エネルフ㈱様・王子ネピア㈱様・ホンダロジコム㈱様
㈱ブランシェ様・㈱モア・フーズ様
・応援会員 5社限定
フェアリの教室/フェアリ歯科・マルト水谷㈱様
ソニー生命㈱様・高蔵寺ニュータウンセンター開発株式会社
～ママ応援～
①イベント情報の先行案内
②ネピア製品プレゼント
③ネピアプロジェクトＰＲ業務のご案内
（２）実施予定日時及び実施場所
2019年4月より2020年3月を年度とする
（３）従事者の予定人数
当法人1名
（４）受益対象者の範囲
子育て支援を行う個人及び企業
子育て世代をサポートを希望する個人及び企業
当法人を支持・支援してくださる個人及び企業
（５）収益見込み額
405,000円
◆企業会員◆50,000円×5社＝250,000円
30,000円×5社＝150,000円
◆ママ応援会員◆1,000円×5名＝5,000円
（６）費用見込み額
（会員サービスに伴う諸経費）

（6）女性のライフスタイルに関わる事業
【事業名】大和エネルフ奨励金事業
「女性活躍社会の実現に向けたアクションプラン
～モアハピプロジェクト第２弾～」
「ママが元気な街春日井発信 ママと社会をつなげるママの文化祭®」
（１）事業内容
昨年度から行っている未来にいいこと応援プロジェクト。このプロジェクトは、今を見
るだけでなく、3年先・5年先・10年先という未来を見据え、子育て中の母親を対象に
様々な事業に取り組むあいちかすがいっこと、地元企業・行政と連携をし、地域サイズ
で事業を展開します。
（２）実施予定日時
2019年4月から2020年3月まで
（３）実施予定場所
春日井市内及びその近郊
（５）受益対象者の範囲
春日井市及び近郊の企業
ママの文化祭で関連する企業
春日井市で暮らす人々
（６）収益見込み額
970,000円（奨励金 2事業分）
（７）費用見込み額
970,000円
（人件費・広告宣伝費
印刷製本費 等）

《この事業の展望》
当法人が2年前に事業として追加した
“女性のライフスタイルに関わる事業”。
女性のライフスタイルも多様化する中で
男性の働き方も少しずつ変化しています。
人生の豊かさは「お金」だけでは測れず、
“生き方”や“家族と過ごす時間”など様々なものに「生きがい」を
男女共に求め、考えるように変化すると考えています。
～子は鎹～
夫婦だけではなく、子どもは地域や社会とのつながりをも
生み出してくれます。それは、当法人の活動が証明しています。
子育て支援を通じて、様々な取り組みが春日井市の中で実現しています。
「家族がもっとしあわせになれるＢＯＯＫ 男性編」は、前回の
女性編（右写真）に続き、男性を取り巻く時代の変化や環境について
リサーチします。
そのため、まずは現代の学生（平成10年前後に生まれた学生）にとって、
家族の存在や父親についてどのような感情を頂いているのか？から掘り下げます。
彼ら彼女が「家族」にあこがれや希望を持たない限り、“未来にいいこと”にはつながり
ません。
その後、市内で働く「パパ」を春日井市の行う「現場男子®」とマッチングし、
春日井市でも多い製造業という仕事もママを通じて子どもたちに知ってもらいます。
そして、2020年にナゴヤドームで開催されるハッピーママフェスタに出展し、
春日井市のシティープロモーションにつながるよう、この事業をＰＲします。

