子育て応援メッセ 2021in ふなばし
オンライン＋会場

19th

10 月 23 日（土）～31（日）

報告書

Youtube の閲覧者
7,335 人（2022/2/19 現在）

実行委員長

佐藤 秀樹
ひなさんの親子ヨーガ ●

「大人が赤い夕陽に感動するのは、
子供のころにきれいな夕日を見たか
らだ」という話を聞いたことがあり
ます。少なくとも子供の感動体験が、
心や脳の成長にとってとても重要で
あるという事は知られているところです。ただ未だ新型
コロナウイルス感染症の影響で帰省や旅行が制限され、
地域のお祭りも中止になり、子供も大人も「人や自然と
のコミュニケーション」という貴重な体験をうばわれて
います。どうすればいいのか分からなくなり立ち止まっ
てしまうこともよくあります。
でも時は止まってくれません。出来ないことを嘆くより

10/31 会場＆オンライン交流会
プレーパーク船橋

● ●

おはなし
会 ● ●

も、出来る事を探し続けなければなりません。
そんな中、私たちはこのネットワークで出来る事を精一
杯考えて行うのが子育て応援メッセ 2021 オンライン＋
会場です。感動とまではいきませんが、子供や子育て中
の皆様に“新たな気付き”になっていただければ幸いで
す。ぜひご参加ください。
オンラインメッセ終了後も、
QR コードから YouTube の
参加団体情報が見られます。

よ・参加団体紹介スライドショー
よ
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子育て応援講演会
千葉県小児科医会

●

こども救急電話相談

＃8000
夜間 7 時～翌朝 6 時

≪参加団体≫あそびの文化祭／板おばさんの食育パペット/子ども劇場千葉県センター／こども人権ネットちば／産後ドゥーラ
／生活協同組合パルシステム千葉／生活クラブ虹の街ベイブロック/高根台おもちゃ病院／チームＵＫＩＵＫＩ／千葉アレルギ
ーネットワーク／ちば MD エコネット／千葉県小児科医会／千葉県小児歯科医会／千葉県助産師会船橋地区部会／つかだおはな
し会／なのはな生協／日本ふれあい育児協会／日本ベビーサイン協会／ひなさんの親子ヨーガ／船橋 SL ネットワーク/船橋子ど
も劇場／船橋市栄養士会／船橋市学童保育連絡協議会／船橋市子育て世代包括支援センター「ふなここ」／ふなばししファミリ
ー･サポート･センター／船橋薬剤師会／船橋ワーキングマザーの会／プレーパーク船橋／ホームスタート･しゅっぽっぽ／ママ
リュクス／ワーカーズコレクティブ.千葉県連合会／ワーカーズコレクティブ.わっふる／（50 音順・敬称略）

あそびの文化祭

●

●

ちば MD エコネット

コミュニティカフェ
ひなたぼっこ
TEL/FAX:
０４７－４２６－８８２５
sun@mdekonet.jp
子ども劇場千葉県センター

●

生活クラブ虹の街ベイブロック

●

生活クラブ千葉
ベイブロック

@bay.chiba.seikatsuclub

団体 HP

●

こども人権ネットちば

千葉県小児歯科医会

●

代表：兼元妙子
TEL:047-478-2726
団体 HP
産後ドゥーラ ●

●

FAX:047-478-2716

●

千葉県助産師会船橋地区部会

E-mail:
doulaosada@gmail.com

HP:
http://doulaosada.web.fe2.com
Facebook:「Mieko Osada」
「ハッピー産 go」
生活協同組合パルシステム千葉

●

●

板おばさんの食育パペット

●

お問合せ先：板良敷信子
パルシステム千葉【公式】

@palsystem_chiba
高根台おもちゃ病院

代表：大桑

●

047-462-3098
なのはな生協

●

洋

高根台児童ホーム内
TEL/FAX:
０４７－３７９－１５４０
チームＵＫＩＵＫＩ

●

日本ふれあい育児協会
忍者ごっこのようす

TEL/FAX:
047-424-0851
funa.kodomo@gmail.com

HP

⇒

●

日本ベビーサイン協会

● ●

船橋薬剤師会

●

ホームページ
http://www.funaba
shi-yaku.or.jp

お問合せ先：090-2312-1780 いちかわちず
船橋市栄養士会

●

船橋ワーキングマザーの会

メール
fwmama@gmail.com
団体名 Facebook あり

連絡先
Tel:047-430-7922
Fax:047-430-7931
千葉アレルギーネットワーク

●

●

船橋 SL ネットワーク

● ●
HP:
https://slfunabas
hi55.jimdo.com/
ブ
ロ
グ
：
https://blog.goo.ne.j
p/slfunabashi2016

お問合せ先
Email: info@chibaallergynet.jp
船橋子ども劇場

●

ホームスタート･しゅっぽっぽ ●

TEL/FAX:
047-424-0851
（月・火・金）
E-mail
:funa.kodomo@
gmail.com

船橋市子育て世代包括支援センター「ふなここ」

●

ママリュクス

●

ママリュクス HP
https://mamaluxe.jp

クレール整体院

林晃輝

https://clair-seikotsuin.com
船橋市学童保育連絡協議会

●

ワーカーズコレクティブ.千葉県連合会京葉エリア

●

まどれーぬ
043-325-9625
みき 043-279-2540
ゆい 043-301-2013

ふなばししファミリー･サポート･センター ●

ワーカーズコレクティブ.わっふる

●

わっふるの連絡先：
０８０－４１６１-１２６９
平日：9 時～18 時

＜

参加者の感想

＞

＜

参加団体の感想

＞

・ベビーサインに、里帰り中でも参加ができてよかった。
船橋に戻ったら、対面でも参加してみたい。
・ワーキングママのリアルな声を聞くことができ、様々
な情報をいただき参考になった。冊子も素晴らしい。。
・今更きけなくて困っていたので、薬剤師さんのお話を
きいて助かった。
・おむつなし育児、今日はじめてどういうものかを知り、

・コロナ禍で取り残されそうになっている中、ど

できる範囲で少しだけ試してみようかな、と思った。
資料の内容が子供と接する上で参考になった。
・プレーパークで子どもと一緒に遊び、見守る中で、一
緒に楽しさを共有した。

んたちに紹介したい。
・多くの子どもや保護者が訪れてくれたコロナ前
のメッセがなつかしい。2022 年度はリアルでの
交流を復活できることを願っている。

うにか参加できて嬉しい。
・他団体の活動内容が理解でき、とても良い。
・今年のナレーション入りの動画はわかりやす
く、できた達成感がある。
・子育て応援講演会の「心も体も元気に育て！」
の内容がとても良いので、家庭訪問時にお母さ

「子育て応援メッセ 2021ｉｎふなばし」

を終えて
事務局

大森由里子

19 年目を迎えた今年も新型コロナ感染予防で、オンラインを中心に実施となりました。しかし昨年「情報を見
るだけでなく臨場感が欲しい」という声があり、最終日は会場でのリアル交流＋Zoom 交流としました。
開催方法：オンライン（YouTube と Zoom） ＋ 会場リアル交流
開催日程：10 月上旬より順次 YouTube で動画配信開始
27 団体
10 月 23（土）24（日）30（土）Zoom イベント・講演会 8 団体
10 月 31（日） 中央公民館で Zoom とリアル交流会 3 団体
感染状況によってはリアル交流中止も想定し、動画を事前収録して備えましたが収録予定日が公民館閉鎖とな
る事態。急遽、会場探しとスケジュール再調整で新型コロナに振り回されましたが、幸い、31 日は感染が下火
となり無事交流会ができました。参加者は 16 世帯 40 人。Zoom 参加は 2 人でした。三密を避け、募集人数が少
なかったですが、人々が交流し和気あいあいと過ごす時間は子育てには必要不可欠だと改めて感じました。
24 日の「子育て応援講演会」には 40 名を超える参加があり、講演会形式は Zoom 参加がしやすいようです。
今年の参加団体は 32。昨年はスライドショーを活動カテゴリーに分けて YouTube に上げましたが、「団体を探
しにくい」という反省から、今年は 1 団体ずつアップしました。新たにナレーションを入れるなどの工夫をし、
より活動内容が伝わりやすくなりました。10 月上旬より動画やスライドショーを順次 YouTube にアップした
ことで広報にも役立ち、リーフレットの効果と相まって昨年より視聴が伸びたようです。
2022/1/16 日現在で視聴は 6,140、中には、ＨＰ上には二年分の 42 の子育て動画がアップされ情報が蓄積され
ていますので、それらの情報を視聴した人もいます。2020 年度の視聴を合計すると 8,161 になりました。

事業後には親子ヨーガの動画を見て「公民館講座開催」という嬉しいお知らせがありました。子育てネッ
トワークが市内に広がり、暮らしやすい環境が整うことに少しでも貢献できれば嬉しく思います。
最後になりましたが、ご協賛ご協力いただいた皆様に深く感謝申し上げます。
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