
第17回子育て応援メッセ2019inふなばし報告書 資料編 

             2019年 10月6日船橋中央公民館 参加者：983人 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

参 加 団 体（34団体）の 報 告 
                               

★子どもの文化と遊び 

㉒遊びの広場  

遊びのコーナー ＮＰＯ法人船橋子ども劇場 

昔遊び 船橋市本町地区社会福祉協議会 

㉓ピアノと歌の親子コンサート 出演：クリスターズ 

㉔手作りおもちゃ あそびの文化祭 

㉕忍者ごっこ チーム UKIUKI 

 

★子育て情報・親への支援 

㉖子育て応援講演会  

「知っておきたい！船橋市救急医療体制 

～いざという時にあわてないために～」 

「夢はアスリート？子どものからだづくりのはなし」 

㉗船橋ワーキングマザーの会  

保活から入園後の生活まで、ワーママ準備交流会 

㉘小児歯科個別相談 

㉙小児科医個別相談 

㉚助産師の産前産後の何でも相談 

㉛おもちゃの修理 高根台おもちゃ病院 

㉜産後の骨盤ケア mamaluxe 

㉝安産のための体つくり mamaluxe 

㉞子どもの足と靴選び mamaluxe 

㉟ベビーサイン体験会 日本ベビーサイン協会 

 

★命を学びはぐくむ体験 

㊱10代の子どもの命の学習＆赤ちゃんのふれあい交流 

 千葉県助産師会船橋地区部会 

 

★親子で楽しむ企画 

㊲絵本の部屋   つかだおはなし会   

㊳親子クッキング  生活クラブ虹の街ベイブロック 

㊴「誰もが笑顔に！声とカラダの即興ミュージック」 

 カラダオーケストラ®  ︎

㊵ひなさんの親子ヨーガ 

㊶『わらべ歌でふれあい遊び♪親子でワクワク！パネルシアター』 

よみかたりんご  

㊷ ベビーマッサージとパパママの交流会  

千葉県助産師会船橋地区部会 

★その他 

㊸ティーコーナー ＮＰＯ法人船橋子ども劇場 

㊹受付 ＮＰＯ法人船橋子ども劇場 

        

★子育て情報展示ブース 

①なのはな生協 

②栄養士会 

③産後ドゥーラ 

④親業ひまわりの会 

⑤ワーカーズコレクティブ わっふる 

⑥ワーカーズコレクティブ千葉県連合会京葉エリア 

⑦一般社団法人船橋薬剤師会 

⑧船橋パパ会 

⑨船橋ワーキングマザーの会 

⑩NPO法人千葉アレルギーネットワーク 

⑪NPO法人子ども劇場千葉県センター 

⑫こども人権ネットちば 

⑬パルシステム千葉 

⑭NPO法人船橋子ども劇場 

⑮ＮＰＯ法人ちばＭＤエコネット 

⑯日本ふれあい育児協会 

⑰子育て情報ボード 

⑱ホームスタート・しゅっぽっぽ 

⑲かたる絵本＊のこる絵本 よみかたりんご 

⑳ファミリーサポートセンター 

㉑子育て支援センター  

 

★参加者アンケート 

 

 

 

 

   

 
団体、企画に通し 

番号をふっています。 

内容の詳細は以下を 

ご覧ください 

 



ワークショップ 
 
★子どもの文化と遊び 
 
㉒遊びの広場  

遊びのコーナー  

団体名 ＮＰＯ法人船橋子ども劇場 

参加  50人 スタッフ 6人 （午前中のみ実施） 

参加者の様子 

・手作りおもちゃのコーナーは月令の小さな子が安心して遊べるコーナー。 

空き容器などを利用しているので、お母さんたちの参考になっているようだ。 

・「おにぎりポン」はおにぎりの形の玉を投げ入れて遊ぶ自由コーナー。 

お父さんとどっちが多く入れるか等、ほほえましい様子が見られた。 

・「新聞紙のプール」は子どもたちの大好きな遊び。お母さんが次のコーナーへ行こうと誘ってもなかなか出てこな

いで、長い時間遊んでいる子が多かった。人が少ないときはお母さんも中に入って一緒に遊んでいた。初対面の

子ども同士でも仲良く遊べることができていた。 

 

昔遊び 

団体名 船橋市本町地区社会福祉協議会 

参加  152 人  スタッフ 10 人 （午前中のみ実施） 

参加者の様子 

・剣玉。ベーゴマなど親も一緒に楽しんでいました。 

・終了予定時間になっても人が途切れず、なかなか遊びを切り上げられなかった。 

 

㉓ピアノと歌の親子コンサート 

団体名  出演：クリスターズ  会場運営：ＮＰＯ法人船橋子ども劇場 

参加  270 人（子ども 133 人、大人 137人） スタッフ 18人 上演 55分 

    演奏曲 ・君をのせて ・星に願いを ・フニクリフニクラ ・ドラえもん 

        ・パプリカ ・カントリーロードなど。 

アンケートより 

30 代女性 

・子どもと楽しめてよかった。 

・親子コンサートとても良かったです。子どもの泣き声は仕方ないと思いますが、親たちの私語が多く演奏者に失

礼だと思います。親のマナーはきちんと聴く側で守るべきだと思いました。 

30 代男性 

・席が少ないと思いました。シートを敷いて地べたに座れば多く入れたのでは。コンサートは開場との掛け合いが

楽しく、子どもも喜んでいました。ありがとうございました。 

・とても楽しかった。次回もコンサートを！ 

40 代女性 

・とても素敵な歌とピアノでした。おかげで少し息抜きができました。楽しい時間を過ごさせていただきました。

本当にありがとうございました。 

・ノリノリで楽しかったです。ゆったりした曲だと 1 歳児の子どもはぐずったりしていましたが、すぐ慣れて楽し

んでいました。大人は一緒に歌えてストレス発散できました。 

 

㉔手作りおもちゃ 

団体名 あそびの文化祭 

参加  213 人（大人 96人 幼児 104人 小学生 16人）  スタッフ 8人 

感想・参加者の様子 

・昨年「楽しかったので」とリベンジ組が見受けられた。今年はお姉さんになったので「ひとりで作る」とがんば

ってくれたちっちゃいお姉さんに涙でした。 

・両親＋赤ちゃん組が多く見受けられ大人の工作造りを楽しんでもらえました。 

・今年も材料の準備が間に合わず 7 種目中 2 種目が材料不足になってしまいました。ゴメンナサイ！スタッフもと

ても楽しいひと時でした。ありがとうございました。 

 

㉕忍者ごっこ 

団体名  チーム UKIUKI 

参加  子ども 12 人  スタッフ 4人 



忍者になりきり空想の世界で遊びます。子ども達と忍者の修行をしていると、悪者忍者が現れます。悪者忍者を追

い、持っている宝を子ども忍者と一緒に取り返します。 

参加者の様子 

年々参加者の年齢が低くなっています。最近「途中から参加できますか？」と忍者ごっこの最中に質問されること

が多いのですが、事前に「途中参加はできません」とお知らせをして下さい。途中からでは空想の世界に入って遊

ぶことはできません。 

感想： 悪者が怖かったけどやっつけられてよかった。楽しかった。 

 

★子育て情報・親への支援 

 

㉖子育て応援講演会 

参加  45人（おとな 32人 子ども 13人） 講師 3 人  スタッフ 4 人 

資 料 船橋市小児救急ガイドブック ふなばし健康ダイヤル 24 

テーマⅠ「知っておきたい！船橋市救急医療体制  

～いざというときにあわてないために～」 

講師：高木 康博さん（高木医院副院長 船橋市医師会救急担当） 

「急な病気どうしよう！」の時は、♯8000 に電話する、船橋市小児救急ガイドブックをみる、インターネットで調

べる。 

受診時は、保険証・母子手帳・お薬手帳を持参。いつからどんな症状か、園や学校での流行状況、何が心配かを伝

えよう！ 

2020年に開設される「子育て世代包括支援センター」は、全国展開される「妊娠期から子育て期までの切れ目のな

い支援」を目的に、公民館、学校、保健センター、ＮＰＯなどが連絡調整するセンター 

         

テーマⅡ「夢はアスリート？子どものからだづくりのはなし」 

講師：鳥海 正明さん（鳥海内科院長 千葉ロッテチームドクター 船橋市教育委員） 

スポーツは教育のチャンス 身体作り、心作り、人間作り まずは楽しみ、そして負けや失敗から学べる基礎を作ろ

う 

参加者のようす：今年は乳児より幼児の親子の参加が多く、保育コーナーの遊びも子どもの声が活発に響く中での

講演会だった。 

高木先生の、二次救急、三次救急の具体的な病院名、夜間休日診療所に小児科医のいる時間など、耳を傾けていた。 

鳥海先生の、自身も野球少年だったエピソード、プロ野球選手のドクターとしてアスリートから見えるエピソード

は、「アスリートは、もうムリ！というところまで努力しても負ける。『やっちまった！』と失敗の連続もある。

でも 30分で立ち直る。すべてムダにならない」という話、「子どもと一緒に身体を動かして日々を送ることは教育

になる。幼児はでこぼこのあるところで転んだり起き上がったりすることで鍛えられる。人間の基礎になるので、

がんばって！」というエールにうなずきながらきいていた。 

 

㉗船橋ワーキングマザーの会 保活から入園後の生活まで、ワーママ準備交流会 

 参加：12組（キャンセル待ちが 12組ありました） 

初めて保活をされるという方が多く、非常に熱心に聞かれていました。当日キャンセルなし、パパママで参加され

ている方が多く（うち、パパの参加が約半数）関心の高さを示していると感じました。保育園とプレ幼稚園の入園

申し込みで悩んでいて、同時に申し込めるのか、保育園の選ぶポイントなどまだまだ悩んでいたり、わからない方

も多いと感じました。働き始めたら、お子さんと離れるのが寂しい！という声もあり。もうちょっとワーママなら

ではの良さを伝えたかった。 

参加者の感想 

・保活についての情報を知ることができて満足しています。朝の活動を実際にシミュレーションできたことも、イ

メージがわきありがたかったです。そしてなにより、事務局のみなさんが忙しい中のこのような会をつくってくだ

さっていることが本当にすごいなと思いました！前向きにがんばろうというパワーもいただきました！  

・事務局の方の経験を聞かせていただき、充実した資料をいただき、家が近いママさんとも話ができたから。赤ち

ゃんがいるとなかなか難しいが、もう少し長い時間話していたかった。 

 

㉘小児歯科個別相談 

千葉県小児歯科医会（タエ小児歯科クリニック 長岡悠先生） 



参加 17 人（6 組 大人 10 人、子ども 7人） 

スタッフ 歯科医師 1 人、受付 1人 

 

先生の都合で 10：30～12：00 の相談を 10：00～11：45 に変更しました。 

10：30 からのカラダオーケストラに申し込みの方から 10：30 前の相談希望があり、喜ばれました。「説明が

わかりやすかった」とご夫婦で話したり、ホワイトボードに書いた先生の名前をスマホで撮っているご夫婦が

いらっしゃいました。 

 

㉙小児科医個別相談 

船橋市医師会（清水小児科医院 清水正寛先生） 

参加   17人（6組 大人 10 人、子ども 7 人） 

スタッフ 医師 1人、受付 1 人 

  改めて病院に行くほどの悩みではないが、ちょっと立ち寄って相談できることが 

  安心できると喜ばれていました。両親そろっての参加も増えてきています。 

 

㉚助産師の産前産後の何でも相談 

船橋助産師会 

参加 5人  スタッフ（助産師）3人 

・妊娠 3 か月 腰痛の対処法 

・妊娠 8 か月 産前の体操、必要性について 

・避妊について 

・子供の内反足について 

助産師さんの相談を目的においでの方がいらっしゃいました。 

㉛おもちゃの修理 

団体名 高根台おもちゃ病院 

参加  85人 （こども 40 人 大人 45人）  スタッフ 5 人 

参加者の様子 

昨年までは、入口で内部の様子を窺う方が多くいました。今年は団体名やイベント内容のチラシや飾り看板を、多

数配置したところ気軽に参加してくれました。修理済みのおもちゃの引き取り場所を説明すると、多くの保護者が

「去年も利用したので知っている」と答えました。毎年実施することで、利用者も協力団体も、子ども劇場も安心

と信頼が強まっているのではないでしょうか。リピーターの参加が増えています。 

10 年ほど前は、若いおかあさんの子育て奮闘という雰囲気が会場にありましたが、この数年、若い夫婦での来場が

目立つと思います。 

 

㉜産後の骨盤ケア 

団体名  mamaluxe 

参加 産後 2ヶ月～2年の方 13 人  スタッフ 2人 

参加者の様子 

・ＷＳ40 分で産後によくある悩みが多く出ていました。 

・帰宅後にできるピラティスを指導。みんなで楽しくできました。 

 

㉝ 安産のための体つくり 

団体名 mamaluxe 

参加 安定期の妊婦さん 4人 スタッフ 2 人 時間 40 分 

参加者の様子 

・痛みの相談や日常生活で気をつけるポイントの質問が多々あったので、 

微力ですが安産のためのサポートができたと思います。 

 

㉞ 子どもの足と靴選び 

団体名 mamaluxe 

参加 6ヶ月～3歳までの子の親子 8組 スタッフ 2人 時間 40 分 

参加者の様子 

・子どものために親が一生懸命話を聞いてくださったのが印象的でした。 

 プロジェクターを使用しての講義終了後、希望者には子どもさんの靴の中敷を使い 

 サイズが合っているかをチェックしました。 

 

㉟ベビーサイン体験会 

団体名 日本ベビーサイン協会 



参加  16組 27人  スタッフ 2 人 

参加者の様子 

パパだけのご参加が一時期増えていたが今年はパパとママと揃って参加が多かった。協力して子育てをされていら

っしゃる感じが伝わってきてうれしかった。今年は新しい試みで、座る位置を変えてリトミックを取り入れてみた。

動きが出て好評だったように思う。 

感想 

・ちょうど良い内容だった。 

 ・ベビーサイン育児のイメージがとてもよくわかった 

 ・子供が自分の気持ちを伝えられるようになると子育てが楽しくなりそうです。 

 ・もう少し長い時間やってほしいです。 

 

★命を学びはぐくむ体験 

 

㊱10 代の子どもの命の学習＆赤ちゃんのふれあい交流  

団体名  （一社）千葉県助助産師会 船橋地区部会     

参加  小学生 10 人（内訳：4 年生 6 人、5 年生 1人・6 年生 3 人）  

保護者 2 人・大学生 1 人・スタッフ 3人 

    ・思春期の心の変化 

    ・思春期の体の変化 

    ・命の誕生   

参加者の様子 

例年、女子の参加が多かったのですが、今年度は男子の参加がいつもより多く、それぞれの心や体のことを知る機

会となり、良かったと思います。 

4 年生が半数を超え、初めて聞く事も多かったようですが、6年生は何かしらの形で聞いていたようで、時折「○○！」

と反応もありました。 

赤ちゃんとのふれあい交流は、緊張もあったようですが、それぞれの子にとって貴重な経験となったようです。 

参加した大学生は以前このＷＳに参加した事で、助産師を目指している方です。 

 

「10 代の子どもの命の学習＆赤ちゃんのふれあい交流」感想 

・赤ちゃんがかわいかった。泣いてたとき、そこまでうるさくない。とにかくめっちゃ可愛かった。もっと一緒

にいたかった💛ミルクを飲ませるとき、めっちゃ背中痛かった。つかれた。 （小学 4年/女子） 

・初めての赤ちゃんとふれあったので、最初ちょっときんちょうしたけど、かわいかったし、あったかかったし、

すごくいい機会になったと思います。次これたら、来たいと思いました。手が小さくて、足も小さくて、あどけ

ない顔もかわいくて、「自分もこんなだったんだな。」と思うと不思議になりました。♥💓 （小学 4年/女子） 

・赤ちゃんを抱っこさせてもらっておもってたよりおもくて歯もはえてなくてかわいかったです。 （小学 4 年

/女子） 

・おもったよりも重くて 抱くときに首がだいじょうぶかこわかったし、まだ歩かないから 足が丸くなってい

てはだももちもちしていて楽しかった。（小学 4年/女子） 

・すごく楽しかったです。初めて赤ちゃんをだっこした時は緊張したけど、赤ちゃんがかわいかったです。赤ち

ゃんの全部が小さくて こんなに小さいんだ、と思いました。とてもいい体験ができました。 （小学 4 年/女

子） 

・赤ちゃんとのことをしったり、ふれあえたりしてよかった。思春期のこともしってよかった。 （小学 4 年/

男子） 

・赤ちゃんがどうやって生まれるのかがわかって楽しかったです。赤ちゃんを抱っこするのも楽しかったです。 

（小学 5 年/男子） 

・勉強はしょうらいに いかしたいと思いました。赤ちゃんのだっこはいがいと楽しくて、将来がたのしみにな

りました。 （小学６年/女子） 

・赤ちゃんがとてもぷにぷにしていてかわいかった。思春期の話が勉強になった。 

赤ちゃんは意外とおもくてびっくりした。 （小学６年/男子） 

・赤ちゃんがとてもかわいかった。だっこしてみると、以外と重かった。おしりを持つと おちついていた。今

日この体験がとても楽しかった。人の一生についてくわしくしれてよかった。 （小学６年/男子） 

 

★親子で楽しむ企画 

 

㊲絵本の部屋      

団体名 つかだおはなし会       

参加 280人 スタッフ 6人、 

絵本の展示、読み聞かせ紙芝居実演。おみやげとして手作りの折り紙作品。     



感想  今年は例年以上に読み聞かせや紙芝居に関心が高く、やりがいがありました。相談として、SNS などでわ

が子と同月令の子が読み聞かせの間おとなしくしているのをみて、そうでないわが子が遅れているのではというの

がありました。今の時代ならではと思いました。 

 

㊳親子クッキング 

団体名 生活クラブ虹の街ベイブロック 

参加 4歳以上親子 2回合計 69 人  スタッフ 各回 5人 

   ホットケーキミックスで作るとうふスコーン 60 分のクッキング 2回実施 

感想・参加者の様子や声 

・リピーターが多く毎年「楽しい」のお声をいただきました。 

・スコーンは材料をビニール袋の中でこねるだけ。簡単においしくできました。 

・父親と一生懸命作っている姿が良かった。皆さん親子の共同作業を楽しんでいるようだった。 

 

㊴「誰もが笑顔に！声とカラダの即興ミュージック」 

団体名 カラダオーケストラ® 

参加 20 人  スタッフ 3人 

参加者の様子 

 始まる前、参加 2 度目・3 度目からの親子さんからは「楽しみにしてきました！」とお声をかけていただいたり、

「今回はもっと大きな声を出したいと思います」と言う方もいらっしゃいました。ほとんどが初参加でしたが、早

いうちから 抱っこの赤ちゃんも少しづつ手放している方もチラホラ。歩き回りたい子はたくさん歩けて楽しそうで

した。ワークショップ終盤は、大きな声を出して動いているにも関わらず寝てしまった赤ちゃんもいました。子ど

ももそうですが、一緒に、大人こそイキイキしていたように感じられた、ワークショップでした。 

 

㊵ひなさんの親子ヨーガ    

1 回目  

参加  子ども 12 人 大人 13 人  スタッフ 2人 

親子でゆったり楽しく一緒にヨーガをする。互いのふれ合いを味わう。 

感想・参加者の様子 

少し大きな子供たちが興奮してしまいにぎやかになった。もう少し親御さんと密着するポーズが多いほうがよか

った。大人から体についての質問があり面白かった。 

・すっきりリフレッシュできた。 

・親子のコミュニケーションが取れて良かった。 

・動物になるポーズが面白かった。 

・子どもと同じポーズをとってたのしかった。 

・久しぶりに上の子をじっくり抱っこできて、上の子どもはとても嬉しそうだった。 

・もっといろんなところでやってほしい。また来たい。また出来る場がほしい。 

【子どもの声】 いちばんおもしろかった。走った。またきたい。つまんなかった。 

2 回目 

参加  子ども 9人 大人 9 人 

    親子でふれ合いながらポーズをとってみる。ゆったり楽しく時間を過ごす。 

感想・参加者の様子 

人数はちょうどよかった。密着する動作を増やし、子どもは落ち着いて楽しんでいた。 

働くお母さん達が久しぶりに子どもをじっくり抱っこして穏やかな顔になっていた。 

 ・肩こりがスッキリした。 

 ・子供と一緒に出来て良かった。 

 ・毎日坐って仕事しているのでどんどん悪くなっていくからだを変えてほしい。 

 ・首肩腰が少し伸びた気がする。 

 ・からだが緩んだ。気が楽になった。 

 ・市の活動で親子ヨーガの講座がもっと増えたらいいなと思います。 

 ・もっと親子でヨーガをしたい。このような機会がもっとほしい。 

 【子供の声】 おんぶしてて楽しかった。動物が楽しかった。抱っこした。 

 

㊶『わらべ歌でふれあい遊び♪親子でワクワク！パネルシアター』                         

団体名 かたる絵本＊のこる絵本 よみかたりんご                           

参加  午前 40人・午後 80 人  スタッフ 3 人  

参加者の様子 

午前は 40人ほど、午後はさらに大盛況で 80 人ほどの親子さんと一緒に、わらべ歌や紙芝居、手袋人形やパネルシ

アター、布遊びなどを楽しみました。 



アンケートより 

「自宅では絵本は読んでも、わらべ歌とふれあう機会は少ないのでとても良い時間になりました」「子どもがわらべ

歌のリズムで体を揺らしていた」「子ども達がパネルシアターに興味津々で惹きつけられていた。布遊び“上から下

から”など身体で感じる遊びを楽しませてもらえて良かった」 

みなさん笑顔でとても積極的に参加してくださり私たちも楽しかったです。おうちでのふれあい遊びに取り入れて

くださると嬉しいです。午後の部はとても混んでしまい、入れなかった親子さんも多数いらしたので、申し訳なか

ったです。 

 

㊷ベビーマッサージとパパママの交流会 

団体名 千葉県助産師会船橋地区部会 

参加  14組（ベビー14人、母 14人、父 10人、祖母 1人） スタッフ 8 人 

参加者の様子 

マッサージは、パパ達も積極的に参加していました。わらべ歌を歌いながら、和やかな雰囲気でした。 

3 人で参加の方が多かったので、和室がいっぱいいっぱいでした。 

定員はやはり、15 組が限度と思います。マッサージ後に４つのグループに分かれて交流会を行いました。盛り上が

っているグループ、静かなグループと様々でしたが、参加者同士で話せる機会はあって良かったと思います。交流

が 15 分程度で短いかとも思いましたが、次に子ども達との交流が控えていたので、時間はこれで良かったと思いま

す。子ども達との交流は、どのパパママも赤ちゃんを快く抱っこさせてくれ、緊張している子ども達に積極的に声

をかけてくれており、普段できない機会だったようで、「楽しかったです」「良い経験でした」「小学生がかわいかっ

た」など好意的な様子でした。でひ続けていきたいワークショップだと思います。 

 

★その他 

㊸ティーコーナー 

団体名 ＮＰＯ法人船橋子ども劇場 

参加  延べ 120人  スタッフ 5 人 

  ・船橋市社会福祉法人大久保学園「ふなばし工房」のパン ・宮城県社会福祉法人 

「工房地球村」のクッキー  ・おにぎり、コーヒーの販売 

参加者の感想 

・休憩コーナーがゆったりしていてホッとできた。 

・大人にはコーヒーがあると嬉しい。パンとコーヒーが毎回楽しみです。 

・おにぎりは食べやすいので、子連れには助かりました。 

・お昼の用意をしてくるのは大変なのでこのコーナーはいいですね。 

・スタッフ：お天気が心配だったが、今年も無事終えることができて良かったです。 

 

㊹ 受付 

団体名 ＮＰＯ法人船橋子ども劇場 

参加  983人  

大人：595人（うち父親 166 人 子ども：388 人） スタッフ 2人 

参加者の様子 

・昼ごろ雨が降り始め 1時間あまり降っていましたが、参加者は途切れなかったです。 

・大人にプログラムを配布しましたが、参加者が多く昼過ぎに足りなくなりました。 

 足りない分は公民館に残っていたリーフレットで対応しました。 

・子どもは幼児～赤ちゃんが多くベビーカーで来る人も多かった。午後の親子コンサート開始前はエレベーターが

混雑し、エレベーターホールの外にまで列ができてしまった。 

 

 

              子育て情報展示ブース 
 

★子育て情報展示ブース（団体名・参加者の様子や声） 

①なのはな生協 

宅配や他の生協さんとの違いなどに興味のある方に立ち寄って頂き、 

なのはな生協の特徴やこだわりをご説明させていただきました。 

まだまだ、なのはな生協をご存知ない方もいらっしゃったので、 

なのはな生協を知っていただく良い機会になりました。 

 

  



②栄養士会 

約 60 組の親子が来てくださいました。 

テーマ：「赤・黄・緑」そろって 笑顔 

汽車の車両で赤・黄・緑を知らせ 

車両に食材カードを展示し視覚で覚えてもらえるようにしました。 

非常食としてローリングストックの利用方法を、 

資料と簡単レシピ・缶詰・乾物・液体ミルク等でお知らせ 

遊びコーナー：パズル（魚・果物・絵合わせカード）お箸使えるかな（好評） 

おみやげ：三色ふうせん・三色をアレンジしたコップコマ 

毎年口頭でアンケートを実施し、今年は「災害時の備蓄について」お聴きしました。 

約半分のご家庭が何もなし（あっても水くらい）、18 号台風の千葉県内での災害で購入した（購入を考えている）

と答えた方数名。 

日頃からの備えの大切さをもっと知らせた方が良いと感じました。 

年々ご夫婦とお子さんとの組み合わせが多くなっているようです。 

はしのコーナー、箸を使うことで怪我をしないか心配しましたが 

好評で年齢にかかわらず熱心に遊んでいるお子さんが多かったです。 

今年取り上げた災害時の備蓄、お箸の遊びコーナーが新しい企画となりました。 

 

③産後ドゥーラ 

展示：生殖・出産に関する身体的、精神的、社会的健康とおよびそれを享受 

することができる権利 

「セクシャル・リプロダクティブ・ヘルス／ライツ（性と生殖に関する健康・権利:SRH/R)」 

〜女の子に生まれるとジェンダーの不平等の中で命と人権を守ることは、こんなにも 

難しい〜（国連人口基金のパンフレット） 

「産後うつは誰にでもおこりえます ママから笑顔がきえるとき」（文教学院大学のポスター） 

途上国と環境は違いますが、日本はいまだに性別役割分担の意識が根強く、家事育児介護が女性の仕事と捉えられ、

ストレスを抱えています。妊産婦の死因は自殺がトップ(2015,16 年の 2年間で、産後 1年までに自殺した 妊産婦

は全国で少なくとも 102 人いました) 産後うつになる可能性は 7〜10 人に 1人 (出産前後は環境の急激な変化や

出産・育児に伴う疲労などの身体的ストレス、慣れない育児による心理的ストレスなどもあるため、誰もが「うつ」

を発症しやすくなります。) 

＊男性にも理解を促し、解消に向けて協力して欲しいと選んだテーマでした。 ショッキングなデータに驚かれた

方が多く、産前から居住地域の『産後に利用できるサービス』を確認しておくことは重要と理解していただけまし

た。 

＊Rebozo(レボゾ)という幅広の長い布を使ったリラクゼーションを体験していただきました。緊張しがちな身体を

パーツ単位でほぐすことでリラックス、「ふしぎ～なんとも気持ちいい」と喜んでいただけました。 

 

④親業ひまわりの会 

 今年は、ブース室の入口に一番近い場所でしたので、 

来場者に先ずはスタンプラリーの事をお伝えし、 

好きなシールを貼って頂きました。知らない人が殆どで、 

最初のお迎えのコミュニケーションに役立ちました。 

子どもたちが、喜んでシールを貼ってくれたので、嬉しかったです。 

併せて、厚生労働省発行の「愛の鞭ゼロ作戦」のリーフレットと親業の 

事例集を差し上げました。 

７０部ほど準備したのですが、お昼過ぎには在庫切れとなりました。 

その後の来場者には、お渡しできなかったので、来年は、もっと部数を増やしたい 

と思っています。相談コーナーには、途切れることなくお客様が訪れて下さいました。 

椅子に座って、ゆっくりお悩みを聴いたり、よりよい子育てのコミュニケーションのコツをお伝えしたり、有意義

な時間を共有できました。 

 

 

 



初めから、親業を目指して来て下さった方は、お話ができてうれしかったことを、FBに投稿して下さいました。初

めて「親業」に出会う方は、関心を持ってしっかりと聞き入って下さいました。 

椅子から立ち上がる時に「ありがとうございました」とご挨拶して頂き、「お役に立てた」と実感しました。出展

者としても、充実した時間を過ごさせて頂けたことを心より感謝しております。 

ありがとうございました。 

 

⑤ワーカーズコレクティブ わっふる 

わっふるで企画している「わっふるカフェ」のチラシの中に 

ベビーサインがあり、子育てメッセでは満席で申し込めなかった 

のでぜひ参加したいという方の声や、津田沼駅から近い会場なら 

参加してみたいという声がありました。 

 

ワーカーズコレクティブという働き方～同じ目的を持った仲間が集まり、 

一人ひとりが出資し全員が経営する働き方、について声をかけることが 

出来たが、働いているママの参加が多かった。話ができた方からは、 

お子さんの病気の時の預け入れ先が増えてほしい、短い時間でも子供を 

預かってもらいたいという要望や意見が多く上げられ、幼稚園などに行って 

いる時間だけ働きたいという声も多くありました。 

 

⑥ワーカーズコレクティブ千葉県連合会京葉エリア 

ワーカーズコレクティブという働き方～同じ目的を持った 

仲間が集まり、一人ひとりが出資し全員が経営する働き方、 

について声をかけることが出来たが、働いているママの参加が 

多かった。話ができた方からは、お子さんの病気の時の預け入 

れ先が増えてほしい、短い時間でも子供を預かってもらいたい 

という要望や意見が多く上げられ、幼稚園などに行っている時間 

だけ働きたいという声も多くありました。 

 

⑦一般社団法人船橋薬剤師会 

配布物：船橋市小児救急ガイドブック・リーフレット 

（例：「保湿剤の塗り方」「ステロイド外用剤のウソとホント」 

「お子さんが発熱したら」「溶連菌になったら」「知っておきたい 

子どものカゼ」「子供の咳の話」他 20 種類程度 

今年も「保湿剤の塗り方」「子どもの咳の話「小さなおこさんへの 

おくすり飲ませ方ガイド」「気をつけたい子供たちの脱水症状」等色々なリーフレットを用意して、お薬相談コーナ

ーを設けました。40組前後の親子が立ち寄って下さいました。 

「まだお薬を飲ませたことが無いけど」、「どうしても飲んでくれない」「甘い薬が苦手」「保湿剤の使い分けは？」

「ステロイドを使ってるけど大丈夫？」「授乳中にのんでも大丈夫な薬は？」「市販の薬は何が良い？」「医者にかか

った方が良い？」などなどお薬の飲ませ方、使い方を始め様々な相談がありました。 

お母様ばかりではなく、お父様だけで相談に来られて子育てに積極的に関わるお父様がとても増えたように思いま

す。 

日頃感じているお薬に関する不明な点、心配や不安な事などについて、 

今後もお薬相談会の機会を設け、地域の皆様のお役に立てればと思っています。 

 

⑧船橋パパ会 

参加して３年目ですが、一昨年よりパパの来訪者が増えた感じがします。 

保育園・幼稚園に配布いただいている「こそあど」さん 

「ｍｙふな」さんに取材いただいたこともあり 

「ホームページやフェイスブックを見て知ってますよ！」 

と言っていただいた方も多く家族全員で子育てをするという 

 

 

 

 



価値観が当たり前になってきていたと感じました。 

 

⑨船橋ワーキングマザーの会 

展示は子連れの方が多いせいかあまりじっくりは 

見てもらえない感じがした  

子どもが立ち寄れる工夫があるとみてもらいやすい。 

リーフレットを思ったよりも多くの方に手渡す事ができた。 

バルーンアートは子供たちに人気で反応がよかった。 

参加者からの感想、声、様子 

・ワーママのワークショップ申し込んだけどキャンセル待ちで残念との声が多く見られた 

・以前からイベントに参加下さってるという方も多くいた 

・4月から復帰という方が多くいた。市川在住で船橋の保育園も視野に入れているという人も。 

 

⑩NPO 法人千葉アレルギーネットワーク 

アレルギー相談コーナー・食物アレルギー児対象の「わくわくクッキング」 

など展示船橋市でアレルギー相談を行っている事をご存知ない方が多いので、 

知り合いなどにご紹介をお願いしました。 

子どもが卵アレルギーですがいつから食べられるようになりますか？ 

パパにアレルギーがあるのですが離乳食はどんなことに気をつければ良いですか？ 

アレルギーのときはどんな症状が出るのでしょうか？などご相談がありました。 

 

⑪特）子ども劇場千葉県センター 

60 人がブースを訪問。展示の中で力を入れたのは、 

毎週金曜日 10:00～16:00に開設している、 

養育者の声を傾聴する「ママパパライン」。 

「誰かにきいてほしいことがあったら電話してください」 

と話すと、電話の事例を読みながら「そうそう、そうなんです 

よね！」と共感的な人、「悩んでいる妹に」とカードをもって 

いく人、「かけたことあります」と言った人、1才の子をもつ夫婦はお母さんは「イクメンで助かってます」。 

（手作りオモチャを使って）4 か月の赤ちゃんの名前を訊ねて「○○ちゃん、○○ちゃん」と呼びかけると「ニコ

ッ」と笑ったのでお母さんはビックリ。 

2 月に出産予定の夫にもカードを渡しました。 

12/5「チャイルドライン」の研修会、「ＬＧＢＴ性の多様性 思春期の性の発達を学ぶ」の広報をすると、悩んで

いる友人がいる、と話しかけてくる人がいた。 

 

⑫こども人権ネットちば 

2019年は、すべての子どもに人権を保障する「子どもの権利条約」 

が国連で採択されてから 30 年、日本が批准して 25年にあたります。 

子どもたちは“守られる”べき存在であると同時に持続可能な社会を 

私たちと一緒に築いていてく“主役”です。 

子どもの人権擁護を目的で県内でネットワークをつくる当団体は、 

子どもが生まれながらに持つ「生きる権利」「育つ権利」「守られる権利」 

「参加する権利」を伝える展示をし、子どもへの虐待防止オレンジリボンキャンペーン 

「ちばこどもおうえん広場」のちらしを配布をしました。 

 

⑬パルシステム千葉 

ブースでは「ストローネックレスづくり」と「とろとろクリームせっけん」を 

作りました。 

 

 

 

 

 



お子さんたちが自分の好きな色、柄でお気に入りのネックレスを作ったり、隣に設置した木のおもちゃ等を体験し

て楽しく過ごしました。 

特に万華鏡が新鮮だったようで、しばらく眺めているお子さんもいました。お母さんは「とろとろクリームせっけ

ん」を作りながら「どんな汚れを落とせるの？」「子どもの汗染み落としに役立つ！」 

等お掃除や汚れ落としのコツを知っていただきたくさんの方に喜んでいただきました。 

親子で一緒に「とろとろクリームせっけん」作りを体験することで「お家で掃除をお手伝いする」と楽しそうに話

してくれるお子さんもいました。 

 

⑭船橋子ども劇場 

 

船橋子ども劇場は、子どもの文化体験（主に親子の舞台芸術鑑賞会）、 

様々な生活体験、異年齢の人々との交流を通して子どもの心の成長を 

応援する事業を作っています。展示ブースは乳幼児の保護者の参加が 

多かったので、まだ活動内容に関心を示す方は少なかったですが、 

参加型の事業には興味を持ってくれた方が数人いらっしゃいました。 

この場でなければ出会えない年齢層の保護者に説明できてよかったです。 

 

⑮ＮＰＯ法人ちばＭＤエコネット 

今回はヘルプカード、ヘルプマークの普及活動をしている 

「全国ヘルプマークネットワーク」の高橋さんと一緒にブースを 

開きました。 

ノンタンのヘルプカードを作った方（お子さんが玉子アレルギー） 

でもあり、高橋さんとご一緒できて本当に良かったです。 

会場に市長さんが来てくださって嬉しかったです。息子のあきらも 

とても喜んでいました。 

 

⑯日本ふれあい育児協会 

手形足形アート作りのワークショップを実施しました。 

「子どもの成長記録になり良いですね」「おうちではできない 

のでここでできてうれしいです」等、たくさんの親子の皆さまに 

楽しんで参加して頂きました。 

地域での子育て支援活動内容も知っていただくきっかけになりました 

 

⑰子育て情報ボード 

テーマ 

どうする？ベビー用品！！買う派？借りる派？ 

試用期間の短いベビー用品、どうやって手にいれましたか？ 

使用期間が終わったらどうしますか？ 

結 果 

・使い終ったらどうしますか？その他は借りた人に返すであった  

・おんぶ紐は災害時にも役に立つと思ってとっているという意見や、  

一人目の方は、2人目の為にとりあえずとっておくというケースが多 

かった。 

・一人目のチャイルドシートを譲ったら、めぐりめぐって 2 人目の時に 

戻ってきて今も誰かが活用しているという話も聞けました。   

・大型ベビー用品は購入している場合が半数以上だが、   

意外と譲り受けたケースも多いと思った    

・ベビーバスと使用消耗が高いベビーカーＢは使用後捨てるケースが 

多い。他はリサイクルや譲るなど活用されている。    

・ベビーベットはレンタルのケースが多いが反面使わなかったという方 

 

 

 

 



も多かった。 

その他意見 

・ベビーベットを借りたが使わなかった。座布団、添い寝ですんだ。 

・レンタル利用で、ベビーカーＡの試し使いができて良かった。 

・バンボはベビーチェアにもお風呂の時にも役にたった。 

・チャイルドシートはカーシェアを利用したらついていた 

今年もご夫婦連れ、お父さんがお子さん 2 人を連れて遊び 

に来てくれたり、昨年も参加してくれたご夫婦と 1歳大き 

くなったお子さんとの再会もあり嬉しく思いました。 

スタンプラリー景品も好評！ 

色鉛筆（パルシステム寄付） 食育レシピブック（食育ネットワーク） 

手作りワッペン＆くるみボタン髪飾り（スタッフ） 

 

⑱ホームスタート・しゅっぽっぽ 

「えっ、無料で家に来てくれるのですか？」という驚きの声が 

多かったです。「それは嬉しいですね」というお子さん 2人を連れた 

お母さんもいました。 

「なんで無料なのですか？」という質問もありました。 

「無料」なのは、多くの方に利用して頂きたいから。 

ホームスタートではお母さんと一緒に子どもと外遊びをしたり、買い物を手伝ったり、何気ない日常生活の話をし

たり、時には悩みや愚痴などの話を聴いたりすることも大切なことだと思っています。これらの事はお金に換算出

来ないので「無料」なのですとご説明しました。 

傾聴や子育て関係の事、守秘義務など 40時間の研修を受けた子育て経験者が伺いますので、安心して気軽にお声を

かけてください！     連絡先： 080－6548－5656 ＨＳしゅっぽっぽ 

 

⑲かたる絵本＊のこる絵本 よみかたりんご 

チラシを配布させていただき、よみかたりんごオリジナル 

ハロウィンぬりえをプレゼントしました。 

皆さん子ども食堂でのおはなし会に興味持ってくださり 

「近いので遊びにいきます」と言ってくださった親子さんも 

多数いらっしゃり嬉しかったです。 

ミニ読み聞かせコーナーも人気で、次々お子様が座ってくれて 

、一対一で読み聞かせを楽しめて良かったです。その様子をニコニコ見守っているパパやママの笑顔がとても温か

く、印象的でした。 

 

⑳ファミリーサポートセンター 

内容：手作りおもちゃ カスタラッコを作ろう 

ファミリーサポートセンターのことを詳しく聞けて 

よかったです。早速登録します。 

手作りおもちゃを子どもと一緒に作れました。 

出来上がったときの子どもの笑顔が嬉しかったです。 

家で作るときもハサミは危ないので、あらかじめ切り取って 

あるパーツを貼るだけで、できるようにして一緒に工作してみたいと思いました。 

ラッコのお腹についているおはじきの音に反応して親子（3 歳～小学生）80 人くらい作成してくださいました。 

 

㉑子育て支援センター 

話をしていると親子コンサートの参加を目指して来ている方が多かったです。 

「保活のＷＳ」「子どもの足と靴選び」が人気だったようで 

入りたかったという声がありました。 

「定員枠がもっとあるとよい」という希望でした。 

 

 

 

 

 



保活の交流会に参加した方が支援センターのブースに来られ、 

保育園入園案内や病児保育等の資料をもらいに来て、展示物を 

見たり、遊んでいってくれていました。 

おむつ替え、授乳室の場所の質問や案内も多かったです。 

身長、体重計を用意したので「計測できますよ」と声をかけると 

部屋に入ってくる人が多かったです。 

 

 

 

 

 

          参加者アンケート集計 

参加者 983人  大人 595 人（うち父親 166人）、子ども 388 人 

■回収数      27枚  

 10 代 20 代 30 代 40 代 50 代 60 代以上 合計 

男性   1         5 6 

女性  1  1 10  7  1    20 

無記        1      1 

合計   1   2   10   7   2   5 27 

 

■参加回数 

初めて 2 回目 3 回目 それ以上 合計 

  15   4   1 7  27 

 

■どの地域からおいでになりましたか？  （  ）内人数 

・船橋市（2） ・高根台（5） ・本町（3） ・宮本・浜町（各 2）  

・東船橋・前原西・前原東・湊町・夏見台・海神・西船・上山町・坪井・藤原・西習志野（各 1）   

他市より  習志野市（1） 東京都葛飾区 （1） 

 

■この情報をどこで知りましたか？    （  ）内人数 

保育園（8）、子育て支援センター（3）、小学校（2）、ＨＰ（2）、公民館（2）、友人・知人（2）、幼稚園（1）、 

病院・医院（1）、ポスター（1）、ふなっこナビ（1） その他：助産院（1）、子ども食堂（1）、船橋子ども劇場（1）、

チラシ（1） 

 

■参加見学されたコーナーは？（複数回答可）   （  ）内人数 

子育て情報展示ブース（14）、 手作りおもちゃ（10）、 親子コンサート（9）、 遊びのコーナー（7）、 

子育て支援センターの部屋（6）、 絵本の部屋（6）、 昔の遊び（6）、 子育て応援講演会（4）、  

おもちゃ病院（3）、親子クッキング（3）、 産後の骨盤ケア（2）、子どもの足と靴選び（2）親子ヨーガ（2）ベビ

ーサイン（2）、小児科医との相談（1）、わらべ歌でふれあい遊び（1）カラダオーケストラ（1）、 

忍者ごっこ（1）、 助産師との相談（1） 保活から入園後の生活までワーママ準備交流会（1） 

10 代の子どもの命の学習（1）、  

催しに参加されていかがでしたか？ ご意見、ご感想をお聞かせください。 

また、お子様の様子や声もお聞かせください。 

   

10 代 女性 また、機会で都合があったらいきたいです。 

20 代 男性 コンサートの混雑がすごかった。楽しかった。 

 



20 代 女性・子育てに役立つ情報ありがとうございました。 

 各フロア、エレベーター前にタイムスケジュールが掲示してあると良かったです。 

30 代 女性 

・「保活から入園後の生活までワーママ準備交流会」に参加して具体的なスケジュール例やワーママ先輩のお話を聞

くことができて参考になりました。 

・講演会の話とても参考になりました。ありがとうございます。とてもいいテーマだと思います。情報展示コーナ

ーもたくさん、団体の有意義な情報をいただいてよかったです。時間の関係で他のコーナー参加できなくて残念

です。 

・とても楽しく参加できました。ありがとうございました。 

・「産後の骨盤ケア」に参加しとても良かったです。家でできるピラティスを教えてもらったので、今日からやりた

いです。 

・コンサートは生のピアノや歌が聴けてとても貴重な体験でした。 

絵本の部屋もバラエティー豊かで本読みをしてもらえてとても楽しめました。お土産も嬉しかったです。 

・カラダオーケストラに参加したかったです。2部制にするなど参加人数を増やしていただけると嬉しいです。 

・毎年参加しております。大変勉強になっています。この日は一日子どもと一緒に楽しんでおります。 

・いろいろな情報たくさん知られたこと、同年代ママとお友達になれたことなど多くの収穫がありました。 

また、参加したいです。ありがとうございました。 

 

40 代 女性 

・早めの時間に参加したらたくさん楽しめました。ありがとうございます。 

・子どもはスタンプラリーや工作、昔遊び、絵本など楽しめ、大人はとても参考となる情報収集ができました。 

 親子ともども貴重な時間となりました。 

・食事スペースや販売がありがたかった。年長向けに有料でも工作を充実させて欲しい。 

・おもちゃが治って帰ってくるのを楽しみにしています。 

・親業が良かったです。 

・親子で楽しめました。ありがとうございました。 

 

50 代 女性 

・親子コンサート、とても参加しやすく気軽に聞けてよかったです。部屋のキャパシティーに対する参加人数が多

く暑かったですが、それぞれの親子さんたちがそれぞれの楽しみ方をしていたのが印象的でした。 

「パプリカ」はタイムリーでｇｏｏｄでした。求められているのだなと感じました。参加されたお母さん方も「こ

ういう形で参加できるコンサートがとても嬉しい」とおっしゃっていました。 

 

60 代以上 男性 

・安定した運営ができるようになった。 

・リピーターが増えた。 

・天気がまあまあで利用者が例年より多かった。 

・運営に関わるスタッフに顔見知りが増えて励ましとなっている。 

 

 

 


