感謝をこめて

理事長

小泉雅子

人の役に立ちたいとの思いから活動を始め、気が付けば四半世紀が過ぎていました。
始めた当初から、「信頼」していただくことが、支援の第一歩、
その為には、先ずは長く続けることが信用、信頼につながるとの日々を重ねて参りました。
今、思うことは「支援しているつもりが、支援されていた」とただただ感謝です。
これからも、しっかりと子どもの幸せを第一に考えて、活動をして参ります。
今後ともご支援賜りますようにお願い申し上げます。
理事長経歴
認定 NPO 法人保育ネットワーク・ミルク理事長
三田市小規模保育施設「ミルクたんぽぽ園」園長
兵庫県丹波篠山市出身湊川女子短期大学（現：湊川短期大学）卒業

公立保育園の保育士を退職後、1990 年（平成２年）自宅にて預かり保育を開始。地域のニーズに応えて 1992 年「保育ネットワーク・ミルク」を設立。預
かり保育活動を継続しながら、子育て相談、子育て関連セミナー講師、保育付講座・イベント等の保育士派遣を行なう。2001 年特定非営利活動（NPO）法
人認証により、保育ネットワーク・ミルク理事長就任（現職）。2003 年 10 月から 2016 年 3 月まで神戸電鉄株式会社運営私立「よこやま保育園」開園と同
時に園長に就任、認可保育園にてミルクの保育理念を実践。2016 年 4 月三田市小規模保育施設「ミルクたんぽぽ園」開園、園長就任（現職）。阪神間におい
て子育て支援の先駆者として、より良い子育て環境の充実を図っている。

役員名
副理事長：馬込武志
理 事 ：森田幸生 荻野ゆう子 河合将生
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事 ：佐藤等史 當間克雄

法人概要
団体名

特定非営利活動法人 保育ネットワーク・ミルク

所在地

〒669-1537 兵庫県三田市西山 1 丁目 13-6
TEL：079-565-4313

FAX：079-558-8502

E-Mail：m-jimukyoku@npo-milk.org

Web：httpｓ://npo-milk.org/
代表者名

小泉雅子

役員

理事 5 名 ／ 監事 2 名

理事長

小泉雅子

副理事長

馬込武志

理事

森田幸生

荻野ゆう子 河合将生

監事

佐藤等史

當間克雄

設立年月

平成 4 年 8 月

法人格取得年月日

平成 13 年 7 月 10 日

<目 的>
乳幼児から児童の預かり保育、子育てに関する相談や助言、セミナーや交流の場の提供など、
子育てに関する様々な支援活動を行うことにより、子どもの健全な育成を図るとともに、
子どもを持つ親や家族が明るく子育てに関することができるような地域社会づくりに寄与することを目的とする。
<方 針>
こども一人一人の人格を尊重し、子どもの健全な成長、発達をめざし、保護者との連携及び
信頼関係の構築に努めるとともに、社会に対して明るく子育てできる地域づくりに邁進する。
<活動場所>
•

三田市小規模保育施設「ミルクたんぽぽ園」

兵庫県三田市西山 1 丁目 13-6

•

企業主導型保育施設 「ミルクひまわり園」

•

子育て支援スペース 「みるく」

•

子育て支援スペース 「みるくっく宝塚」

•

宝塚市放課後児童健全育成事業「みるくっくキッズクラブ売布」

•

宝塚市放課後児童健全育成事業「みるくっくキッズクラブ逆瀬川」

•

「駅前子育て交流ひろば」 （三田市より委託運営）

•

「駒ケ谷運動公園子育て交流ひろば」（三田市より委託運営）

三田市弥生が丘１丁目１－２サンフラワービル１階

三田市弥生が丘１丁目１－２サンフラワービル４階
兵庫県宝塚市売布 2-5-1 ピピアめふ６階
宝塚市売布 2-5-1 ピピアめふ４階
宝塚市中洲 1 丁目３－３１ １０１号

三田市まちづくり協働センターキッピーモール ６階 幼児室
駒ケ谷運動公園 講座室

＜事業内容＞
•

預かり保育事業

•

子育てに関する相談・助言

•

子育てに関するセミナー、講演会・親子コンサート・親子交流会の企画運営

•

子育てに関する情報紙の発行

•

保育付き講座などへの保育士派遣

•

保育ボランティア養成講座

•

放課後児童健全育成事業

•

その他、この法人の目的を達成するために必要な事業

私たちは「

母乳にはなれないけれど、頼りになる粉ミルク」のコンセプトのもと、

子ども一人ひとりの心を大切にした健全な人間関係づくりをめざした子育て支援を行っています

預かり保育
月極保育・一時保育
認可小規模保育施設
企業主導型保育施設

子育て
情報誌の発行

放課後児童
健全育成事業

企画運営
保育士の派遣

イベント・養成講座
コンサート

子育てひろば
運営・講座企画
子育て相談

預かり保育
ミルクでは、保護者の方の就労有無にかかわらず、預かり保育を実施してい
ます。お子様の基本的な運動能力、子ども本来の持っているリズム感、社会性
を育み、言語能力、コミュニケーション能力を高めていきます。経験豊富な保
育士が、大切なお子様の成長発達に有意義な時間を提供いたします。

定期保育・一時保育
・子育て支援スペース「みるく」

・子育て支援スペース「みるくっく宝塚」

兵庫県三田市弥生が丘 1-1-2 ｻﾝﾌﾗﾜｰﾋﾞﾙ４階

兵庫県宝塚売布 2-5-1

ピピアめふ６階

●定期保育 ：週 1 回
定員 8 人
9：30～13：00
お弁当持参
対象：１歳児～２歳児
●一時保育
対象：３ヵ月ごろから

三田市小規模保育施設

企業主導型保育施設

「ミルクたんぽぽ園」

「ミルクひまわり園」

兵庫県三田市西山 1 丁目１３－６

兵庫県三田市弥生が丘１丁目１－２ｻﾝﾌﾗﾜｰﾋﾞﾙ１階

●定員 １９名
対象：０歳児～２歳児

基本方針
子ども一人一人の人格を尊重し、子どもの健全な成長、発達をめざし、保護者との連携及び信頼関係の構築に努めるとともに、
社会に対して明るく子育てできる地域づくりに邁進する。

保育方針
「保育所保育指針」に依拠して、職員が保育に臨む基本的姿勢にあたっては、子どもや家庭に対してわけへだてなく保育を行い、
人権を尊重しプライバシーを保護することを第 一義とする。また、常に児童の最善の幸福を願うために保護者から意見や
要望があれば真摯に傾聴し、不明なところがあれば平易に説明して、よりよい保育の為に努力研鑽することを基本とする。
◎一人一人の子どもの心に寄り添い、個性を尊重する。
◎その子らしさを認め、豊かな感性と豊かな人間性を養う。
◎愛情をもって接し、豊かな人間関係づくりに努める。

見守り保育

医療法人社団

会場保育

三田市総合文化センター郷の音ホール

産科・婦人科

みずとりクリニック

会場保育

子育てひろば
ミルクでは、「まちの子育てひろば」として子育て中の親子が気軽に集い、仲間づくりを通して、子育ての悩みを解決し、
お互いの情報交換が出来る場所を運営。専門員による子育て相談、親子遊びといった様々な活動を通して子育てを応援しています。

子育て支援スペース

「みるく」

三田市弥生が丘 1 丁目

サンフラワービル 4 階

開所日時：月曜～金曜の 10 時～15 時・祝日はお休み
利用料：200 円

/親子ひろばの開催

子育て支援スペース
宝塚市売布 2 丁目

「みるくっく宝塚」
ピピアめふ 6 階

開所日時：あそびのひろば：月 3 回

10：00～12：00

「駅前子育て交流ひろば」（三田市委託運営）
三田市駅前町キッピモール 6 階幼児室
開所日時：日曜・火曜・水曜・木曜日

10：00～1７：３０

「駒ケ谷運動公園子育て交流ひろば」
（三田市委託運営）
駒ケ谷運動公園体育館講座室
開所日時：週 3 回

9：30～12：30

13：30～15：30

子育てに関する相談・助言
ミルクでは、子育て相談を受け付けております。小さな悩みが大きくなる前にお気軽にご相談ください。
駅前子育て交流ひろば 毎月４回
・保健師・子育てアドバイザー・管理栄養士/14 時～16 時
・助産師：13 時 30 分～15 時（マタニティ DAY も開催）

みるくっ子通信にて子育て Q&A を定期掲載しています！！

ハニーFM ハニーサウンドカフェ
毎月第２月曜日 「子育て応援します」
DJ：もんがきとしこ
出演：小泉雅子 ミルクたんぽぽ園 園長
認定 NPO 法人保育ネットワーク・ミルク理事長

子育て情報誌の発行
創刊１９９８年（平成１０年）5 月創刊
子育て中の親子の力になりたいと、地域に根ざした母親目線の子育て情報紙を目指して毎月刊行。
保育士おススメ絵本＆あそび、日々子育てプチ日記、子育て Q&A（ハニーFM にてミルクの小泉代表が毎月１回生出演した内容を掲載）、
ちょっとひとりごと（子育て支援の現場から時に癒し、時に叱咤激励のメッセージ）、他さまざまな話題を独自に追求して記事にしています。

2006 年 11 月

創刊 100 号

2015 年

創刊 200 号

3月

◆発行部数：800 部（2020 年 4 月現在）
◆配布箇所：三田市、宝塚市、神戸市北区公共施設、
商業施設を含め 80 か所（2020 年 4 月現在）
◆年間発行回数：毎月１回…年１２回
◆発行日：毎月１日
◆サイズ・ページ数：A5 サイズ 4 ページ

育男ハンドブック

イクメンハンドブックができました！！

企画・運営
子育て支援となる講座、イベント、コンサートの企画・運営をしています。

親子ひろば

子育てひろばにて講座の開催

場所： 子育て支援スペース「みるく」

場所： 駅前子育て交流ひろば

子育て支援スペース「みるくっく宝塚」

駒ケ谷運動公園子育て交流ひろば

親子が自由に遊べる親子ひろばを開催

わらべうたﾍﾞﾋﾞｰﾏｯｻｰｼﾞ体験版・ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ・子育て講話

イクメン向上委員会

ミルク絵本館

2 か月に１回、日曜日の 11 時から１時間、ｷｯﾋﾟｰﾓｰﾙの６階で開催しております。
日曜日のお昼前、居場所がありますか？ 他のお父さんとつながっていますか？

子育て支援スペースにて親子の集える
ミルク絵本館を開催しています。

子どもと向き合うのに心の余裕がありますか？ 自分の子育てに自信がありますか？
イクメン向上委員会に来ればこれらがすべて叶います。
＜ファシリテーター＞
馬込武志
社会福祉法人 耕心会 西山田保育園 園長
認定 NPO 法人保育ネットワーク・ミルク副理事長

ミルクサポーターズ
保育ネットワーク・ミルクでは、お互い様の関係づくりを目指し、お母さん達自身と地域社会をつなぐ活動の第一
歩を応援する『お母さんの離陸応援事業』を 2013 年 12 月から行っています。ミルクサポーターを募集し、子
育て中だからこそできる「なにかしたい！」「役に立ちたい！」というお母さんの気持ちをミルクがサポートすること
で具体的な活動を実現し、お母さん達の社会参加と地域コミュニティーづくりを形にしています。

絵本コンサート

音あそび

ゆめ基金の助成金によりﾐﾙｸ絵本ｺﾝｻｰﾄを開催

ミルクファミリーコンサート
親子が楽しめるコンサートを開催。

しています。ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰに絵本を映し出し、
絵本の読み聞かせをする絵本ライブを開催。

いろんな音に触れあい、親子で楽しく
遊びながら感性や想像力を養います。

プレママプレパパ講座
･マタニティヨーガ、生まれてくる赤ちゃんのためのスクラップブッキング etc

放課後児童健全育成事業
【保育理念】
子ども一人一人の人権を尊重し、子どもの健全な成長、発達をめざし、
保護者との連携及び信頼関係構築に努めるとともに、社会に対して明るく子育てできる地域づくりに邁進する。
【保育方針】
◎豊かな感性を育てます
優しくされた経験は優しさを育てます。指導員は、いっぱいの愛情をもって子どもの成長を見守ります。
指導員との関わりを通して思いやりの心、優しい心、感謝の心を育てます。
◎豊かな人間関係を育てます
信頼できる大人がいること、共感してくれる大人がいることで、子どもは肯定感が育ちます。
肯定感が持てると、自分が好きになります。自分が好きと言える子は、人も好きという気持ちが育ち、豊かな人間関係が広がります。
◎コミュニケーション力を養います
「ただいま」「おかえり」「いただきます」「ごちそうさま」「ありがとう」「ごめんなさい」等
応答的な会話を通しコミュニケーションの力を養います。
◎基本的生活習慣を身につけます
帰ってきたら、うがい、手洗い、宿題を自らしようとする。
自分の身の回りの整理整頓、部屋の掃除（雑巾の絞り方等）などの基本的生活習慣を身につけます。
◎子どもが過ごしやすい環境づくり
一人一人が過ごしやすい環境をつくるためのルールを子どもと一緒に考えてつくります。
◎安全安心な環境づくりに努めます
子どもの最善を考え、子どもが安心して過ごせる環境づくり、安全な環境づくりに全力で取り組みます。

○みるくっくキッズクラブ 売布
兵庫県宝塚市売布 2 丁目 5 番 1 号 ピピアめふ 1 4 階
TEL＆FAX：0797-84-8711

〇みるくっくキッズクラブ 逆瀬川
兵庫県宝塚市中洲 1 丁目 3-31 道上ビル 1 階 101 号
TEL：0797-75-1393
FAX：0797-75-2176

活動の軌跡
事業経歴
平成 ４年
●「保育ネットワーク・ミルク」設立
平成 10 年
●三田市三田町へ保育ルームを開設（5 月）
平成 13 年
●特定非営利活動（NPO）法人認証（7 月）
平成 15 年
●神戸電鉄株式会社運営協力、私立よこやま保育園開園（10 月）
平成 18 年
●保育ルーム移転【三田市三田町⇒三田市高次 2 丁目】（8 月）
平成 19 年
●ｴﾌｴﾑさんだ“ﾊﾆｰＦＭ”にて『小泉ﾏﾏのひとりごと』毎月第 1 火曜日開始（1 月）
●「三田市総合文化ﾎｰﾙ 郷の音ホール」一時保育提携
平成 22 年
●保育ﾈｯﾄﾜｰｸ･ﾐﾙｸ設立 20 周年記念準備委員会設立（12 月）
平成 23 年
●『三田市駅前子育て交流ひろば』三田市より委託運営（11 月～）
●保育ﾈｯﾄﾜｰｸ･ﾐﾙｸ設立 20 周年記念ﾊﾟｰﾃｨｰ開催（三田ﾎﾃﾙに於いて・11 月）
平成 24 年
●産科婦人科みずとりｸﾘﾆｯｸにて見守り保育提携（2 月～）
●設立 20 周年記念本『ミルクのこころ、子どものこころ』発行（3 月 25 日）
●『駒ヶ谷運動公園子育て交流ひろば』三田市より委託運営（6 月～）
平成 25 年
●ミルクサポーターズ結成（12 月）

企画運営講座等
平成 13 年
●おしゃべりｻﾛﾝ「ほっとすまいる」開始
平成 21 年
●『ﾉｰﾊﾞﾃﾞｨｰｽﾞ･ﾊﾟｰﾌｪｸﾄ･ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ』講座毎年開催（5 月～）
平成 27 年
●『親子であそんじゃお！in ｳｯﾃﾞｨﾀｳﾝ市民ｾﾝﾀｰ with ﾐﾙｸ』開催（8 月 20 日）
●まちづくり協働センター10 周年記念事業にて絵本ライブ開催（9 月 13 日）
平成 28 年
●『音あそびのひろば』講師：小泉渚さん（打楽器奏者）
保育ルーム・駒ヶ谷運動公園子育て交流ひろばにて開始（4 月）
平成 29 年
●『ミルサポひろば』駒ケ谷運動公園子育て交流ひろばにて毎月開催（4 月）
●『音あそびのひろば』講師：小泉渚さん（打楽器奏者）
駅前子育て交流ひろばにて毎月開催（4 月）
令和 2 年
●「ﾌﾟﾚﾏﾏﾌﾟﾚﾊﾟﾊﾟ講座」（子育てひろば全国連絡協議会助成事業）（1 月）
●「音あそびのひろば」開催（宝塚市社会福祉協議会善意銀行配分助成事業）

平成 27 年
●平成 28 年 4 月開園「三田市小規模保育施設」運営業者に決定（9 月）
平成 28 年
●三田市小規模保育施設「ミルクたんぽぽ園」開園（4 月）
●宝塚市放課後健全育成事業「みるくっくキッズクラブ」開所（4 月）
●ミルクの親子ひろば開設（6 月）
平成２９年
●ｴﾌｴﾑさんだ“ﾊﾆｰ FM”「ﾊﾆｰﾋﾞﾌﾞﾘｵ堂」にて毎月 1 回「みるくっ子通信」掲載絵本を紹介（10 月）
平成３０年
●認定 NPO 法人保育ネットワーク・ミルク認証（3 月）
令和 1 年
●「育男ハンドブック」編集発行（3 月）
●企業主導型保育施設「ミルクひまわり園」開園（5 月）
●子どもゆめ基金助成活動「ミルク絵本館」開催（6 月）
●子育て支援スペース「みるく」開設（7 月）

ミルクファミリーコンサート実行委員会主催
平成 13 年●新井宗平さんｸﾘｽﾏｽｺﾝｻｰﾄ主催
平成 14 年●「新沢としひこ＆ｹﾛﾎﾟﾝｽﾞ」ﾌｧﾐﾘｰｺﾝｻｰﾄ主催（9 月）
平成 15 年●中川ひろたか絵本講演会主催（12 月）
平成 18 年●福尾野歩さんｺﾝｻｰﾄ共催（1 月）
平成 19 年●三田市芸術文化振興助成事業「新沢としひこ＆ｹﾛﾎﾟﾝｽﾞｸﾘｽﾏｽｺﾝｻｰﾄ」開催（12 月）
平成 21 年●三田市芸術文化振興助成事業「新沢としひこ＆ｹﾛﾎﾟﾝｽﾞ Happy ｺﾝｻｰﾄ」開催（1 月）
平成 22 年●第 7 回ﾐﾙｸﾌｧﾐﾘｰｺﾝｻｰﾄ『新沢としひこ＆ｹﾛﾎﾟﾝｽﾞｲﾔｰｽﾞﾗｽﾄ Happy ｺﾝｻｰﾄ』開催（12 月）
平成 24 年●三田市芸術文化振興助成事業「新沢としひこ＆ｹﾛﾎﾟﾝｽﾞｸﾘｽﾏｽｺﾝｻｰﾄ」開催（12 月）
平成 26 年●みるくっく宝塚開設 10 周年記念新沢としひこ＆ｹﾛﾎﾟﾝｽﾞｺﾝｻｰﾄ開催（10 月 11 日宝塚ｿﾘｵﾎｰﾙ）
平成 29 年●ﾐﾙｸ 25 周年感謝祭「ｹﾛﾎﾟﾝｽﾞﾌｧﾐﾘｰｺﾝｻｰﾄ」開催（5 月）
令和 2 年●ﾐﾙｸﾌｧﾐﾘｺﾝｻｰﾄ｢新沢としひこ＆ﾛｹｯﾄくれよん｣開催（2 月）

助成金受賞実績
平成 13 年度 ひょうごボランタリースクエア２１ ボランティア・市民活動元気アップアワード「こつこつ賞」受賞
平成 14 年度 「社会福祉・医療事業団助成金受託（子育て支援基金『子育てほっとステーション開設事業』）
平成 15 年度 兵庫県共同募金会（ボランティア・NPO 支援事業）配分団体に決定（19 年度／20 年度／21 年度）
平成 17 年度 三田市社会福祉協議会「第 2 回もっとやってみ大賞」入賞 “10 代～20 代の母親へ子育て実態調査”
平成 19 年度 子育て応援元気アップ賞（兵庫県知事表彰）受賞 キリン福祉財団助成金受託『フリーペーパー大作戦』
平成 21 年度 「三田市健康福祉大会」社会福祉協議会会長表彰
しみん基金 KOBE 助成金受託「保育ボランティア・インターンシップ事業」
平成 22 年度 兵庫県子育て元気アップ活動助成受託「ノーバディーズ・パーフェクト・プログラム」
街づくり夢基金第 8 回助成金受託「親子と地域がつながるひろば事業『ハッピーほっとガーデン』」
平成 23 年度 兵庫県職員互助会委託事業「職員のための『育児講座』」
平成 24 年度 兵庫県子育て元気アップ活動助成受託「自分を好きになるワークショップ講座」
兵庫県委託事業「まちかど子育て相談スキルアップ講座」
平成 25 年度 認定 NPO 法人市民活動センター神戸事務局「共感寄付」事業開催
平成 26 年度 「第 8 回よみうり子育て応援団・選考委員特別賞」受賞
平成 27 年度 はぁ～とふるふぁんど『育男ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ｢ﾊﾟﾊﾟになります。｣製作準備委員会』支援金
ニッセイ財団“広がれ、元気っこ活動”児童・少年の健全育成助成金
一般財団法人生命保険協会「子育てと仕事の両立支援に対する助成活動」助成金
平成 28 年度 子どもゆめ基金助成事業 ミルク絵本館～絵本コンサート～IN ウッディタウン
近畿ろうきん NPO アワード奨励賞「親子でつくる、親子でつなぐ、みんなの居場所～ﾐﾙｻﾎﾟひろば」
公益財団法人損保ジャパン日本興亜福祉財団「認定 NPO 取得資金」助成金
平成 29 年度 子どもゆめ基金助成事業 ミルク絵本館～絵本コンサート～IN ウッディタウン
平成 30 年度 子どもゆめ基金助成事業 ミルク絵本館～絵本コンサート～IN ウッディタウン
「あしたのまち・くらしづくり活動賞 奨励賞」受賞
令和 1 年度 子どもゆめ基金助成事業 ミルク絵本館開設、絵本コンサート IN ウッディタウン開催
ひょうご子育てコミュニティ助成事業「子育て支援者研修」
NPO 法人子育てひろば全国連絡協議会「プレママ・プレパパ講座をしよう！」助成事業
「あしたのまち・くらしづくり活動賞 優秀賞」受賞
令和 2 年度 子どもゆめ基金助成事業 絵本コンサート IN ウッディタウン開催 助成金決定
「あしたのまち・くらしづくり活動賞 優秀賞」受賞式

保育士の派遣
子どもの年齢人数、回数に応じたカリキュラムで
子どもに価値のある時間を提供します。

保育士 1 人：１５００円／時

病院内での診察中のご兄弟の見守り保育、
民間企業並びに行政の出張保育事業、ＰＴＡでの預かり保育、
幼稚園での保護者向け講座の預かり保育などを実施しています。

保育ボランティア養成講座

ミルクでは、保育サポーター養成講座、基礎編・応用編を開催しています。
駅前子育て交流ひろばにて子育て支援者養成講座事業を行い、
より多くの市民の方に広報し、また講座終了後のボランティア活動として
ひろばでの見守り保育や、事務補助など地域での人材確保に繋がっています

ご利用者・ご支援の声

利用者からボランティアをはじめスタッフに ！
と様々な角度からミルクを見てきました。
とてもステキな人達の集まりです。
これからも皆の頼りになるミルクでいて下さい。
（預かり保育利用者）
三田を離れて改めて思う事は、常に子ども達の未来を考え
前進し続ける“ミルク”って本当に凄いという事。
そんなミルクとの出会いが私にとって最高の宝物です。
これからも応援しています。
（預かり保育利用者）

「母乳にはなれないがミルクの心にはなれる」
この設立のマインドがあなた任せにしない
保育ネットワーク・ミルクの真骨頂です
子ども家庭教育フォーラム代表 富田富士也さん

長きに渡り、私たち共働き夫婦を助け育ててくれた
最高の「頼りになる粉ミルク」これからも応援しています！
森田幸生さん （森田幸生行政書士事務所／株式会社創水）

福尾野歩さんより
『旅芸人・福尾野歩』

これまで応援して頂いた企業の皆様

2020. 2. 1 ミルクファミリーコンサート協賛団体
株式会社ヴィンテック 森田幸生行政書士事務所 はないちもんめ エバラこどもクリニック
日本舞踊淡島流 イトマンスイミングスクール よこやま保育園 エフエムさんだ 有限会社アクシス
三和保険サービス株式会社 有限会社オリーブ 福助グループ ミルクひまわり園
（順不同、敬称略）
2019.11.17 駅前子育て交流ひろば「子育てメッセ」協賛団体
【出展企業】
株式会社ヴィンテック
フレーベル館神戸支店
コナミスポーツクラブ三田
三田阪急
福助グループ 本となごみの空間オクショウ
学校法人湊川相野学園湊川短期大学
イトマンスイミングスクール三田校
チャッピーサポートセンター
生活協同組合コープこうべ
江崎グリコ株式会社
＆Botanic
fumi 工房
ミルクサポーターズ
GreenMind
ミルクたんぽぽ園
日本クリニクラウン協会
【情報提供企業】
医療法人社団産科婦人科みずとりクリニック
三田ホテルズマネジメント株式会社
三和保険サービス株式会社 さんだファミリーサポートセンター
日本舞踊淡島流
三田市総合文化センター郷の音ホール
hair salon group OLIVE
【応援企業】
行政書士森田幸生事務所
彩～irodori～

NPO 法人場とつながりの研究センター

株式会社創水

ハニーFM

ダスキンラポール 有限会社アクシス

（順不同、敬称略）
設立当初から長年ご支援いただいております

2019 年度 財務報告

地域の待機児解消のため、０歳児から２歳児の乳幼児保育の専門
性のニーズが高まり、ミルクたんぽぽ園、ミルクひまわり園を新設。
2016 年度
小規模保育園ミルクたんぽぽ園開園、

認可外保育事業では、他園での 1 歳児、2 歳児プログラムの
サービスの多様化も影響し一時預かりのニーズが減少。

みるくっくキッズクラブ開園のため収益が増加。
2018 年度
企業主導型保育施設開設に伴い助成金額が入ったため
正味財産増加。
2019 年度
企業主導型保育施設ミルクひまわり園開設。
ＮＰＯ法人は利益の分配禁止ですが、社会課題の解決、
ミッションの達成のための事業展開の利益を還元していきます。

事業の安定、法人を継続するための管理費を
１０％未満を指標とする。

2012 年より認定 NPO 法人取得を目標とし、2013 年に
寄附のきっかけ、「共感寄附」助成金を得る。
ミルクのファン（理解者）を募り、寄附金の獲得を目指してい
ます。
2017 年度に認定 NPO 法人を取得する。

活動計算書などによるデータの考え方
ＮＰＯ法人は、ミッション、地域の課題解決を目指し運営しています。また認定ＮＰＯ法人は、市民や企業からも寄附という形で
支援され、責任をもって事業の推進を担います。より多くの人々に理解えるため、健全な財務、また開示をすることで経営の透
明性に努力します。ＮＰＯ法人会計基準に則っています。

詳細はミルク HP 法人概要ページにて公開中です。

2019 年度事業実績
①預かり保育事業

②子育てに関する相談・助言

●三田市小規模保育施設「ミルクたんぽぽ園」
定員 19 人 年度末在籍 22 人
●企業主導型保育施設「ミルクひまわり園」
定員 19 人 年度末在籍 11 人

●小泉理事長

●子育て支援スペース「みるくっく宝塚」
月極 2 人 一時保育 174 人（137 日）
げんきっきコース 9：30～13：00
うさぎ 1 歳児 4 人/パンダ 2 歳児 8 人

「駅前子育て交流ひろば」 毎月第 2 水曜日 14：00～16：00
「エフエムさんだ」 ハニーFM 子育て相談 解答者 毎月第 2 月曜日 15：00～ 生出演
「CO-OP ステーション」 子育て解答者 2019 年 9 月号/2020 年 1 月号
「ミルクたんぽぽ園」 随時
●ミルクひまわり園 北村園長 「ミルクひまわり園」 随時
●駅前子育て交流ひろば事業 「専門員による子育て相談」 毎月 4 回 相談件数 117 件
保健師・子育てアドバイザー・助産師・管理栄養士

●医療法人社団産科婦人科「みずとりクリニック」
見守り保育 延べ 1,781 人

③子育てに関するセミナー・講演会・親子コンサート・親子交流会の企画運営
●「ミルク絵本館」（子ども夢基金助成金事業）三田 19 回、宝塚 24 回 蔵書：三田 447 冊 宝塚 192 冊
●「絵本コンサート」10/11（金）三田市ウッディタウン市民センター 91 人動員（子ども夢基金助成金事業）
●「子育て支援者スキルアップ研修」全 2 回 延べ 54 人参加（ひょうご子育てコミュニティ助成金事業）
●子育て支援スペース 「みるく」 月～金 133 日 延べ 285 人（一部三田市社会福祉協議会「赤い羽根共同募金」助成金受領
・ミルク絵本館（子ども夢基金助成金事業）延べ 137 人・ミルサポひろば「思い出バトンタッチ」2 回 延べ 14 人・わらべうたベビーマッサージ体験版 1 回 1 組

●子育て支援スペース 「みるくっく宝塚」 あそびのひろば月 3 回（うち月 1 回ママ講座を開催）
（宝塚市子育て支援グループ活動促進事業助成金）延べ 89 人来場 （講座参加 23 人）
●三田市委託事業「駅前子育て交流ひろば」 三田市まちづくり協働センター 幼児室 10：00～17：30
開所日数 189 日 7,283 人来場（3/4 まで） 開催講座 33 回 延べ 402 人参加（一時保育 125 人）
●三田市委託事業「駒ケ谷運動公園子育て交流ひろば」 駒ケ谷運動公園 講座室 9：30～12：30/13：30～15：30
月 2～4 回 開所日数 34 日 1,140 人来場（3/2 まで）
●「ミルクファミリーコンサート新沢としひこ＆ロケットくれよん」 2/1（土）三田市総合文化センター郷の音ホール 230 人動員
主催：ミルクファミリーコンサート実行委員会 後援：三田市・三田市教育委員会・神戸新聞社・ハニーＦＭ
●「ミルサポひろば」 駅前子育て交流ひろば 11 回 / 駒ケ谷運動公園子育て交流ひろば 10 回他 全 40 回
延べ参加人数：大人 160 人 子ども 59 人 ・ミルサポミーティング 毎月 1 回開催（メンバー10 人）
●「音あそびのひろば」みるくっく宝塚 2 回（宝塚市社会福祉協議会 善意銀行分配助成事業）
●「プレママプレパパ講座」子育て支援スペースみるく 2 回 申込 1 件（子育てひろば全国連絡協議会助成事業）
①生まれてくる赤ちゃんのためのスクラップブッキング ②交流 ③施設紹介
●「子育てメッセ」11/17（日）三田市まちづくり協働センター多目的ホール 駅前子育て交流ひろば 8 周年 350 人来場

④子育てに関する情報紙の発行

⑥保育ボランティア養成講座

●「みるくっ子通信」毎月 900 部編集発行

●子育て支援者養成講座（駅前子育て交流ひろば）

2019 年 9 月号よりリニューアル（A5 サイズ 4 ページ 内容一新）
2020 年 4 月 1 日 VOL.261 3/13～ 毎日バックナンバーSNS 投稿
●ハニーＦＭ「おしえて絵本」コーナー 保育士オススメ絵本紹介に生出演
毎月第 4 水曜日 11：00～ 担当：北村園長、岩﨑先生

10 人応募（8 人参加・一時保育 7 人）
●乳幼児 AED 研修（みるくっくキッズクラブ）
●子育て支援者スキルアップ研修 全 2 回
（ひょうご子育てコミュニティ助成金事業）延べ 54 人参加
講師：神戸親和女子大学 教授 勝木洋子さん、小泉雅子理事長

⑤保育付き講座などへの保育士派遣
・三田市集団健診（19 回 43 人）
・三田市女性ガン検診（26 回 104 人）
・三田市熱中症対策講座（1 回 2 人）
・三田市産後ママ講座（4 回 4 人）
・三田市バランス食育教室（3 回 14 人）
・三田市健康料理教室（1 回 1 人）
・三田市ヘルシーライフスクール(6 回 12 人)

⑦放課後児童健全育成事業
●みるくっくキッズクラブ 宝塚市売布 ピピアめふ 4 階
学童保育 定員 21 人 年度末児童数 16 人（夏休み 21 人）
定員 25 人 職員 8 人

⑧その他
・家庭教育学級（1 回 2 人）
・三田市国際交流協会「日本語サロン」（毎週月曜 78 人）
●あしたのまち・くらしづくり 兵庫県表彰「優秀賞」
・三田市総合文化センター「郷の音ホール」（1 回 1 人）
●神戸学院大学 学生インターンシップ受入 2 回生 2 人
・EQWEL ﾁｬｲﾙﾄﾞｱｶﾃﾞﾐｰ神戸三田教室（毎週火曜、水曜 76 人 2020.2 現在） ●ボランティア活動
・ひと・コネクト兵庫（イベント 2 回、保育士 3 人派遣）
・エフエムさんだ番組出演（月 2 回）
・三田市民生委員児童委員協議会（「子育てエッセンス」24 人 保育士 10 人）
・駅前子育て交流ひろば「おはなしであそぼう」 （月 1 回）
・私立幼稚園ＰＴＡ大会（17 人 保育士 6 人）
・子育て情報ガイド編集員会アドバイザー（年 6 回程度）
・高平幼稚園（8 人 保育士 2 人）
●ひょうご仕事と生活センター
・三十路式（2 人 保育士 2 人）
・駅前子育て交流ひろば(18 回 129 人)

仕事と生活の調和推進環境整備支援助成金決定

寄附ついて

私たちの活動に賛同し、支援してくださる方や団体を随時募集しております。
どうぞミルクへの応援をよろしくお願いします。

会員制度について
正会員

（個人）3,000 円 （団体）10,000 円

賛助会員

（個人）1,000 円／一口

（団体）5,000 円／一口

会員特典
•子育て情報紙、ニュースレターの送付
•ミルク各種イベント先行案内、割引等
•子育て情報紙・イベントチラシ等（月数回発行）への団体ＰＲなどを掲載
年会費は、毎年 3 月 31 日（本法人の事業年度末）をもって更新となります。

会費・ご寄附のお振込先
〇ゆうちょ銀行：支店名 四三八 普通預金 6940275
NPO 法人保育ネットワーク・ミルク
〇池田泉州銀行：三田ウッディタウン支店 普通預金 2035051
保育ネットワーク・ミルク 代表 小泉 雅子
〇三井住友銀行：三田支店 普通預金 4119249
特定非営利活動法人保育ネットワーク・ミルク 理事 小泉雅子

所在地・アクセス
NPO 法人保育ネットワーク・ミルク
〒669-1537 兵庫県三田市西山 1 丁目１３－６
TEL：079-565-4313
FAX:079-558-8502

m-jimukyoku＠npo-milk.org
＜HP＞

活動/運営 場所
三田市より委託「駅前子育て交流ひろば」 キッピーモール ６階 幼児室
☎079-556-5230
三田市より委託「駒ケ谷運動公園子育て交流ひろば」 駒ケ谷運動公園 講座室
三田市小規模保育施設「ミルクたんぽぽ園」三田市西山 1 丁目 13-6
☎079-558-8500
企業主導型保育施設 「ミルクひまわり園」 三田市弥生が丘１丁目１－２サンフラワービル１階 ☎079-551-1660
子育て支援スペース 「みるく」 三田市弥生が丘１丁目１－２サンフラワービル４階
☎079-551-5489
子育て支援スペース 「みるくっく宝塚」 宝塚市売布 2-5-1 ピピアめふ６階
☎0797-87-1556
宝塚市放課後児童健全育成事業「みるくっくキッズクラブ売布」ピピアめふ４階

☎0797-84-8711

宝塚市放課後児童健全育成事業「みるくっくキッズクラブ逆瀬川」宝塚市中洲 1-3-31 道上ビル１０１号室 ☎0797-75-1393

