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 １．ご挨拶                     

      

 

 

近年、地域ネットワークの希薄化や核家族化がすすむ中、乳幼児を育てる母親たちは地域

から孤立する傾向にあり、頼る場所のない母親たちの肩には育児の負担が重くのしかかると

いった状況が多く見受けられ、こうした「孤立する育児」「育児負担によるストレス」による

さまざまな問題は社会的な課題となっています。 

 

特に浦安では未就園児を抱える家庭の90％以上が核家族世帯であり、都市開発が続き市外

からの転入も多いといった特性のもと、これらの課題はより深刻化しています。 

 

このような状況の中、わたしたちは、「子育て中の母親・父親たちが“地域のサポータ

ー・仲間、子育て支援サービスについて知り・体験・交流できる機会・場”を提供すること

で地域の仲間と出会う応援をしたい、特に地域との関わりの薄い浦安初心者（転入者や初産

家族）の方の力になりたい」この子育て応援メッセを企画いたしました。 

 

第１回の子育て応援メッセは２００５年１月に今回と同じく浦安市市民プラザWave101に

て子育て世代を対象とした「地域子育て情報の提供・交流の場」として開催し、多くの方に

ご来場をいただきました。 

 

第２回となる今回は「地域子育て情報の提供・交流の場」に加え、「地域のサポーターネ

ットワークの形成」も１つの目的として企画から運営を地域の子育て支援者約２０団体によ

る実行委員会で行いました。また当日は約６００組１３００名を越える親子に来場いただき

多くの方に地域の子育てネットワークづくりのきっかけを提供することができました。 

 

このような取り組みが「孤立した子育て」を「地域で支えあう子育て」へ、「育児負担に

よるストレス」を「笑顔いっぱいの幸せな子育て」へのあゆみとなることを願っています。 

 

 

２００７年１月 

 

特定非営利活動法人i-net 
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２. 実施概要 

 

実施名称   

Welcome浦安 子育て応援メッセ２００６ 

 

開催主旨   

地域の子育て情報の提供 

子育てネットワークづくり 

  （子育て仲間・支援者との出会い・交流） 

子育て支援者ネットワークの形成 

 

開催日程 

２００６年９月２９日（金）１０時～１５時 

 

開催場所   

浦安市民プラザ WAVE１０１ 全館 

浦安市入船1-4-1 ショッパーズプラザ新浦安４階 

JR京葉線 新浦安駅より徒歩３分 

 

入場方法 

チケット販売による有料での入場 

当日５００円 前売り４００円 子ども無料 

 

来場者数   

５９１組 １３６０名 

 

主  催 

特定非営利活動法人i-net 

 

後  援 

浦安市 浦安市教育委員会  

浦安市社会福祉協議会 千葉県社会福祉協議会 

 

本事業は２００６年度独立行政法人福祉医療機

構（子育て支援基金）の助成により実施 

 

 

 

企画・運営 

子育て応援メッセ２００６実行委員会 

 

浦安市子育て家庭課・浦安市健康増進課，浦安市赤十字奉

仕団，浦安こども劇場，浦安市新浦安駅東側地域子育て協

議会，英語でヨガ，ＮＰＯ法人チャイルド広場，ＮＰＯ法

人ｉ-ｎｅｔ，ＯＫＯＳＡＭＡらんち，親子サークルおてて

つないで，ＯＹＡＫＯネット，障害児・者サポートセンタ

ーとも，中核地域生活支援センターがじゅまる，日本助産

師会千葉県支部第２ブロック，ねこのてくらぶ，うらやす

ファミリーサポートセンター，保育サークルチャチャチャ，

ワーク・デ・あいらんど 

 

協力・協賛（順不同・敬称略） 

当日の運営にあたり以下のみなさまから協

力・協賛いただきました。 

 

ＮＰＯ法人タオ，おもちゃライブラリーポッポ，浦安おは

なしの会，美浜おはなしの会，おもちゃの病院ことぶき，

ＭＯ-ＨＯＵＳＥ新浦安サークル，浦安市市民活動センター，

母子保健推進員，浦安市川市民病院、浦安市社会福祉協議

会，㈱ベネッセコーポレーション，アデコ㈱，かんだこど

もクリニック，いまがわ学園，平山レディースクリニック，

太田クリニック， 新浦安インターナショナルプリスクール，

学研教室幼児ほっぺんくらぶ，新浦安キッズワールド，浦

安市薬剤師会，浦安市医師会，浦安市歯科医師会，千葉中

央ヤクルト販売㈱京葉支社，ワールド・ファミリー㈱，す

みれキッズアカデミー，七田チャイルドアカデミー新浦安

教室，生活協同組合ちばコープ，ラーニングセンター新浦

安,生活クラブ生活協同組合浦安デポー，読売新聞（加藤新

聞店），近藤良平，コンドルズ，今村道代，堀田みち子，市

川千鶴，小山武則，加藤薫，ジェシーグラス，小林由美子，

情報コーナーにご提供いただいたサークル・団体のみなさ

ま（50団体） 
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３. 実施詳細 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大ホール（ステージ・交流・情報） 

 

10：40～11：00 近藤良平さん親子ステージ♪ 

NHK「からだであそぼ」の「こんどうさんちのたい

そう」でおなじみの近藤良平さんと近藤さん率い

るコンドルズのメンバーによる親子で楽しめるス

テージ。前売り券も当日券もこのイベント目当て

の方がとても多かったです。 

 

近藤良平さんプロフィール：コンドルズ主宰・振付家。第

四回朝日舞台芸術賞寺山修司賞受賞。NHK教育『からだであ

そぼ』振付。同番組内レギュラーコーナー『こんどうさん

ちのたいそう』では振付＋出演も。NHK総合『サラリーマン

neo』の「サラリーマン体操」の振付、出演も担当。他にも

氣志團や矢井田瞳、フジテレビ『かくし芸大会2006』の振

付、三池崇史監督映画『カタクリ家の幸福』、宮崎あおい主

演『星の王子さま』などの振付も担当。一方で横浜国立大

学、桜美林大学などで非常勤講師として指導にあたり、コ

ンテンポラリーダンスの社会的浸透にも貢献。ペルー、チ

リ、アルゼンチン育ち。 
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ＫＩＤＳ発表会 

会場に来ている子どもたちより少し上のお兄ちゃ

んお姉ちゃんによるお遊戯にちびっ子達も大喜び。 

一緒になって飛んだり跳ねたり楽しそうでした。 

11：10-OKOSAMAランチ 25-新浦安キッズワールド 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サークル・お出掛け、子育て情報コーナー 

子育てサークルや子育てサロンなど子育て仲間と

出会える情報の掲示＆資料配布。５０を越える団

体が情報掲示。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出張ＣＡＦＥ  

当代島公民館の「カフェ・デ・あいらんど」と交

通公園の「あったかぼっこ」より出張カフェ。お

いしいパンやお菓子、ドリンクをご用意♪ 
 

 

 

 

 

 

子育て交流ＴＩＭＥ 

地域の子育てサポーターさんも交流ＴＩＭＥに参加♪ 

テーブルは休憩、お食事にご利用いただけます。２回の交

流タイムではテーブルを利用しますのでご協力下さい。 

＜交流ＴＩＭＥに参加の子育てサポーターさん＞ 
・１１：４５～１２：１５１歳以上の親子の交流タイム  

・１３：００～１３：３０妊婦さん＆０歳親子の交流タイム 

＜協力いただいた皆様＞ 

ご近所の心強い味方♪顔見知りが増えると安心♪ 

・地域の母子保健推進員の皆さん 

・地域の支部社協の皆さん 

・ ファミリサポートセンターのまかせて会員の皆さん 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＢＡＢＹ広場  

ママと赤ちゃん（歩き始めるまで）のための広場。手づく

り布おもちゃや手遊びＴＩＭＥもあります。 

協力：おもちゃライブラリーポッポ 

14:00～/15:00～ 各10分 手遊びＴＩＭＥ 

協力：母子保健推進員のみなさん 
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ＫＩＤＳ広場  

親子で遊べる広場です。レゴソフトや読み聞かせ

などの時間もあります。 

13:45～14:15 わらべ歌と絵本タイム  

14:45～15:15 ちっぽけ人形劇 

協力：子育てサロンふらっと・浦安おはなしの会

ラーニングセンター新浦安 

 

 

おもちゃの病院 

壊れたおもちゃをご持参下さい。 

材料費のみで修理してくださいます。 

協力：おもちゃの病院ことぶき 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小ホール （講演会） 

 

浦安・子育て世代のおしごと事情（先着６０組） 

人材派遣会社アデコのコーディネーターの方から

派遣について、最近の浦安近隣の子育て中の世代

の派遣事情についてお話をいただきます。希望者

には先着２０名まで託児あり。（５ヶ月以上） 
 

講師プロフィール：アデコ株式会社 小松輝博さん 

営業職を経て、２００１年首都圏ＪＯＴセンター（登録拠

点）を立上げ、統括責任者として現在も活躍中。最近は、

職業訓練校や各種スクールでの講演を多数行う。またＣＤ

Ａ（キャリアディベロップメントアドバイザー）カウンセ

ラーとして資格取得者の育成にも力を入れている。 

 

子どもとメディアのつきあいかた（先着６０組） 

ここ数年「子どもとメディア」について社会的関

心が高まり、子どもの心身の発達からも「より良

い付き合い方」を求める声が上がっています。２

００５年秋に「千葉県における乳幼児とメディア

接触」実態調査を行いました。そのまとめをレポ

ートします。 
 

講師プロフィール：NPO法人子ども劇場千葉県センター 岡

田泰子さん千葉県船橋市在住。公民館の家庭教育学級で子

どもを託児してもらいながら「子どもは社会の子、地域の

みんなで助け合って子育て！」を学び、その後「地域文庫」

「有機野菜の共同購入」「子ども劇場」に関りながら３人の

子育てをしてきました。 

現在NPO法人子ども劇場千葉県センター理事長。千葉県次世

代育成支援推進作業部会副部会長。 

 

朝ごはんで生活リズム（先着各６０組） 

朝ごはんは大切とわかっていても、時間はないし、

子どもの食欲がなくて・・・と悩みはつきもの。

でも、しっかり朝ごはんを食べると、身体にいい

ことがいっぱい。それに学力・気力にも大きな影

響があります。朝食はどうして大切なのか、何を

食べたらよいのか、ベネッセの調査・研究結果か

ら最新の情報をお届けします。明日からちゃんと

朝ごはんを実践してみませんか？ 
 

講師プロフィール：株式会社ベネッセコーポレーション  

ベネッセ食育研究所 事務局長 脇清美さん1987年福武書

店（現ベネッセコーポレーション）入社。ボンメルシィ！

事業部長兼ベネッセ食育研究所事務局 
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市民ギャラリー （情報・相談・体験） 

 

子育て支援情報コーナー  

市内の子育て支援情報（保育園・幼稚園・プリス

クール・おけいこ他）の掲示＆資料配布。 

協賛企業からのサンプル等の配布もありました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子育て相談コーナー  

さまざまな分野の専門家が直接子育ての相談にの

ってくれます。「どこに相談していいのかわからな

い」そんなこともこの機会に聞いてみてください。 

次のステップを紹介してもらえます。 

 

栄養士・保健師・歯科衛生士の育児相談（浦安市健康増進

課）浦安市の子育てサポート全般（浦安市子育て家庭課）

ファミリーサポートセンター出張登録・説明、家族生活相

談（がじゅまる）、障がい児相談（とも・親の会）など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

講習コーナー  

赤十字幼児安全法 講習会 対象：親子20組 

いざという時に備えお子さんと一緒にご参加下さい。 

絵本とパネルシアター    

美浜おはなしの会のみなさんによる楽しいひととき。親子

で楽しめます。予約制ではないので直接会場にいらしてく

ださい。 対象：1歳以上の親子 

英語でヨガ 15組 

英語を使ってヨガを体験。 

美浜で活動中のサークルを体験いただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

体験コーナー    

ベビーサイン  

市川さんのベビーサイン体験会。ベビーサインについての

ご紹介。２歳位までのベビー＆ママ15組  

ベビーマッサージ  
行徳や新浦安のカルチャーセンター他で講座を開催中の堀

田さんの体験会です。１歳位までのベビー＆ママ15組 

チャイルド広場ＫＩＤＳ防犯講習会 
いざというときに子ども自身が自分の身を守れるように。

楽しみながらできる防犯対策。対象2歳以上の親子15組  
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市民サロン （体験・相談） 

 

サロン２：助産師さんの母乳＆育児個別相談  

13：00～15：00  市川・浦安エリアで活躍され

ている助産師さん８名が皆さんの育児・母乳につ

いての相談に個別にのってくださいます。※1組15

分程度対象 妊婦さん・子育て中の保護者 ※予約

はサロン２前カウンターにて 
 

 

サロン３：授乳・オムツ替え 

授乳やオムツ替えをゆったりとしていただけるよ

うに別室をご用意しました。使用済みのオムツは

お持ち帰り下さい。授乳服の試着会 話題のＭＯ

－ＨＯＵＳＥの授乳服の展示や試着コーナーがあ

ります。協力：MO－HOUSE新浦安サークル 

 

 

サロン５：親子サークル体験  

14：00～14：30人気親子サークル「おててつない

で」の内田先生による30分の体験版です。対象2歳

以上の親子15組 ※予約はギャラリー横受付にて 

 

サロン６：子育て座談会ｗｉｔｈ助産師さん  

子育て座談会ｗｉｔｈ助産師さん  

対象：妊婦さん・親子20組 

助産師さんと一緒に子育てについていろいろなお

話をしましょう♪  

リラクゼーションヨガ 12：45～13：45  

対象：15名 託児あり      

マタニティヨガ  14：15～15：15  

対象：妊婦さん15組 子ども同伴可 

安産に向けての話しや、骨盤を開いたり柔軟にす

るポーズなど、安産のための特別企画♪ お子さ

ん同伴で体験希望の方は受付でご相談下さい。 

 

事前予約企画の予約・参加状況 
前売り券購入者のみ講習会の予約を受け付け、ひとり２講座まで予約可能とした。 
どの講座もほぼ定員となり賑わいをみせた。 
 
小ホール 講演会  
講座内容により参加状況はまちまちだが、託児付のものは人気がたかく、託児無のものは内容に引かれて
入場するも、途中退席となる場合も多く、託児付でじっくりと聞ける環境を用意する必要性をかんじた。 
 
講習コーナー：①赤十字幼児安全法 ②絵本とエプロンシアター ③英語でヨガ 
①は予約段階でいっぱいであった。②定員が多かったので盛況であった。子供が喜んでいた。 
③ 予約はやや余裕があったが、当日開始前には定員になった。 
 
体験コーナー ：①ベビーサイン ②ベビーマッサージ ③チャイルド広場KIDS防犯講習会     
① イベント開催の１週間前には定員 ② イベント開催の１週間前には定員 
③ 予約はやや余裕があったが、当日開始前には定員になった 
 
市民サロン ４・５・６ ：① 子育て座談会WITH助産婦さん ② リラクゼーションヨガ（託児付） 
③ マタニティイヨガ ④ 親子サークル体験（おててつないで）⑤ 助産婦さんの母乳＆育児個別相談 
①は予約3名であったが、当日定員。かなり好評だった。 ②予約段階で定員 ③ 予約段階で定員 
④ 予約5名であったが、当日定員。 ⑤予約3組であったが、当日定員。 
 
 
反 省 

人気のある講座はすぐに予約で一杯になってしまい。当日参加ができない講座もあった。 

参加費を払って入場しているのに、ひとつも希望の講座に参加できない方も多数いたので、参加者の公平

な利益を考えると事前予約は1人ひとつでよかったと思う。また、託児をつけると予約の率があがることか

ら、保育者は自分の時間を欲しがっていることがわかる。さらに、子供と一緒に体験できる講座も早くか

ら予約が埋まっていた。 
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４．実行委員会 

 

概 要 / １８団体が参加 

今回のイベントの企画・運営は子育て応援メッセ

実行委員会という組織で行った。 

 

浦安市内の市を初めとして子育て支援関係の団体

に声をかけ、委員を募った。また、浦安市教育委

員会の後援を頂いてからは、市内公民館にメッセ

の告知とともに、委員の募集告知を行い、その結

果、当団体を含めて１８団体とすることができた。 

 

全団体がメッセ当日になんらかの役割をはたすこ

とを前提として参加することで、委員の当事者意

識が高まった。実行委員会がほぼ毎月行われるこ

とで、委員同士のコミュニケーションがとれるよ

うになり、メッセ当日の運営が非常に円滑に行わ

れたと思われる。 

 

メッセ会場内に委員の所属団体及び自己紹介文を

写真入りで掲示したことにより来場者への周知を

試みた。 

 

メッセ終了後も実行委員がそれぞれに知り合いを

増やすことで生まれた横の連携が、新たな協力体

制をつくりだしている。 

 

効 果 

子育て支援者ネットワーク形成を目的の１つとし

ており、企画・運営を実行委員会形式としたこと

により、市内でも子育て支援にかかわる諸団体の

ネットワークを築く基礎ができた。 

また、日頃、異なる立場で子育て支援に取り組む

団体との連携により、幅広い視点でイベントを企

画することができ、多くの方に関っていただくこ

とでより大規模なイベントを運営することができ

た。 

 

当日の役割 

コーナーごとに担当を決めて運営をおこなった。 

全体責任者：中島純子（ＮＰＯ法人i-net） 

受付責任者：玉井香織（ＮＰＯ法人i-net） 

 受付１：浦安市子育て家庭課 

 受付２：浦安市新浦安駅東側地域子育て協議会 

 受付３：浦安こども劇場 

 受付４：ＮＰＯ法人i-net・ねこの手くらぶ 

大ホール責任者：重永紀佳（ＮＰＯ法人i-net） 

 喫茶担当：ワーク・デ・あいらんど、NPO法人タオ 

 交流サロン担当：浦安市新浦安駅東側地域子育て協議会

 ステージ担当：ＮＰＯ法人i-net・OKOSAMAらんち 

 BABY広場担当：ＮＰＯ法人i-net、 

 KIDS広場担当：浦安氏新浦安駅東側地域子育て協議会、

小ホール責任者：谷口敦子（浦安こども劇場） 

ギャラリー責任者：玉井香織（NPO法人i-net） 

相談コーナー担当：浦安市健康増進課  

講習会担当：ＮＰＯ法人チャイルド広場 

情報コーナー担当：浦安市（子育て家庭課） 

企業出展ブース担当：ＮＰＯ法人i-net  

市民サロン責任者：玉井香織（NPO法人i-net） 

 

反 省 

（募集告知）助成金確定時期、事業開催時期の関

係から実行委員の募集告知期間が短かく、市内の

全子育て支援団体に情報が行き渡らせることがで

きなかった。そのため、初回から実行委員会に参

加できなかった団体もある。事業への意識合わせ

を行っていく上でも、実行委員会出席は大切なコ

ミュニケーションの場であり、委員募集は早期に

おこなうべきであった。今回は実行委員会最終回

に次年度の実行委員会を立ち上げ準備をすること

とする。 

（役割分担）メッセ自体の開催が２回目、実行委

員会形式が初回ということもあり、事前に全体の

流れを把握できず体制・役割分担がうまくできな

かった。次回以降、うまく体制をとっていきたい。 
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実行委員 参加団体の紹介 

 

浦安市子育て家庭課 
浦安市役所の子育て支援担当。事前準備ではメッセ会場と

なるＷａｖｅとの打ち合せや市役所内他部門との調整も。

当日はギャラリー内子育て情報コーナーやギャラリー受付

を担当。 

 

浦安市健康増進課 
浦安市役所の母子保健担当部署。母子保健推進員さんとの

調整やメッセ相談コーナーでの乳幼児相談へ栄養士・保健

師・歯科衛生士を派遣。 

講習会等で使用する備品の貸出しも。 

 

浦安市赤十字奉仕団 
身近な奉仕活動を通じて、赤十字の理想とする人道の実現

をめざす団体。メッセでは救急救命法の講習会を担当。 

 

浦安こども劇場 
浦安市内の親子が集まり、子どもも大人も、人とのコミュ

ニケーションを通して共感する喜びを観劇等を通じて体験

できる活動を行う。メッセでは実行委員副委員長、小ホー

ルでの講演会受付等を担当。 

 

浦安市新浦安駅東側地域子育て協議会 
日の出で乳幼児を対象とした子育てサロンを運営。 

事前のチケット販売や告知協力、当日は受付やベビーカー

預かりなどを担当。 

 

英語でヨガ 
美浜地区で、英語でレッスンするヨガサークル。 

地域のアメリカ人を講師として、国際交流も目指している。

メッセでは体験会を開催。親子で参加できるヨガが人気。 

 

ＮＰＯ法人チャイルド広場 
２・３歳児の親子体操･幼児体操・小学生の遊び塾・水泳指

導・お母さん達の体操教室と水泳教室・自然体験塾・苦手

な科目克服の為の宿題塾等の活動を行う。 

メッセでは講習会場管理と未就学児向けに「防犯体操」講

習会を開催。 

 

ＮＰＯ法人ｉ-ｎｅｔ 
浦安市内全域を対象として子育て情報提供、託児付イベン

ト、子育てサロン運営などをおこなう。主催団体として、

また事務局としてメッセ全体の運営を取りまとめる。 

 

ＯＫＯＳＡＭＡらんち 
公立幼稚園に行く前の一年間を親と離れて過ごす母子分離

型のサークル。 

メッセでは大ホールで子ども達がお遊戯を舞台発表。 

 

親子サークルおててつないで 
浦安で１０年以上続いている、親子遊びのサークル。講師

は児童教育専門の臨床発達心理士でもあり育児相談も行っ

ている。メッセではサークル体験を開催。 

 

ＯＹＡＫＯネット 
未就学児親子、小学生にスポーツを通じて健全な成長を助

けることを目的とした団体。メッセではイベントアドバイ

ザーとして参加。特に保育園児親子への育児支援に精通。 

 

障害児・者サポートセンターとも 
障害児･者サポートセンターとも(略称・サポとも)は、社会

福祉法人パーソナル・アシスタンスともが浦安市から受託

している相談事業を行っている。当日は相談ブースを出展。 

 

中核地域生活支援センターがじゅまる 
千葉県が県内１４ヶ所に設置した総合相談の窓口。子ど

も・障害のある方・高齢者・ご家族などの子育て以外の相

談にも応じる。総合相談以外にも、地域のネットワーク作

り、権利擁護も行なう。当日は相談ブースを担当。 

 

日本助産師会千葉県支部第２ブロック 
市川・浦安地区で活躍する助産師。妊娠から出産、育児、

発達などの育児不安の解消のために活動。様々な勉強会や

体験会を開催している。 

メッセでは、妊婦さんむけ座談会や個別の育児相談を担当。 

 

ねこのてくらぶ 
子どもが小さくても親子で一緒に芸術鑑賞をしたいという

気持からできた団体。親子音楽鑑賞やダンスを企画・実施。

メッセでは受付担当。次回は親子向け企画を希望。 

 

うらやすファミリーサポートセンター 
育児の援助を行いたい人と育児の援助を受けたい人からな

る会員組織。保育園･児童育成クラブの送り迎えや、急な用

事のために子どもの一時預かりなどを行なう。 

メッセではファミリーサポートセンターの説明と入会希望

者に説明と手続きを担当。大ホール交流テーブルのコーデ

ィネーターも。 

 

保育サークルチャチャチャ 
浦安市内のお母さん達の為の託児サークル。幼稚園や集会

所に出向いて託児を行う。メッセではスタッフ託児と母親

が講演会・講習会に参加する人の託児を担当。 

 

ワーク・デ・あいらんど 
知的障がいのある人の働く場として、当代島公民館内の地

域作業所です。「こだわりクッキー」「チョコレートケーキ」

「シフォンケーキ」等を製造販売。 

メッセでは喫茶コーナーを担当。 
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５． ご協力いただいた皆さん 

 
 
実行員会以外にも運営に多くの団体・個人のみなさんのご協力を頂きました。 
 
 
交流コーナーの運営協力 
浦安市社会福祉協議会の各支部のみなさん、 

ファミリーサポートセンター登録まかせて会員さん、 

母子保健推進員さん 

 

ＫＩＤＳ広場の運営協力 
おもちゃの病院ことぶき、浦安おはなしの会、 

母子保健推進員 

 
ＢＡＢＹ広場の運営協力 
おもちゃライブラリぽっぽ 

 
授乳室の運営協力 
ＭＯ-ＨＯＵＳＥ新浦安サークル 

 
講習会での講師派遣 
美浜おはなしの会、アデコ、ベネッセコーポレーション 

 
出張カフェの出展 
ＮＰＯ法人タオ（あったかぼっこ） 

 
ブースの出展 
アデコ㈱、学研浦安教室、㈱ベネッセコーポレーション 

新浦安プリスクール、千葉中央ヤクルト 

生活協同組合ちばコープ、七田チャイルドアカデミー 

すみれキッズアカデミー 

 

運営準備・当日のご協力 
浦安市市民活動センター、浦安市市民病院 

 
運営備品の提供・貸出し 
日の出公民館、 

ラーニングセンター新浦安、 

おもちゃライブラリぽっぽ 

ベネッセコーポレーション 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

情報コーナーへの情報提供 
幼稚園 

キリスト教幼児教育・きのみ 

学校法人 川見学園 吹上幼稚園 

学校法人東京来栖学園 浦安幼稚園 

暁星国際学園新浦安幼稚園 

保育園 

私立保育園 いまがわ学園 

エンゼルマミー 

保育所 ちびっこランド浦安駅前園 

保育所 ちびっこランド葛西園 

私立保育園 キンダーナーサリー 

保育室 ポケットママ 

フロンティアキッズ葛西 

チャイルドルームハピー 

キッズルームいっぽ 

保育所 キッズプラザ南行徳駅前園 

プリスクール・託児 

セントラルスポーツ研究所 

新浦安インターナショナルプリスクール 

ピジョンキッズワールド 

いちごクラブ  幼児教室 みどりっこ 

OKOSAMAらんち  キャンプネポス 

親子・幼児サークル 

幼児サークル とんとんくらぶ 

幼児サークル つくしんぼ 

YIYIくらぶ  幼児サークル グッディランド 

親子サークル ドルフィン・キッズ 

親子サークル ベイサイド・キッズ 

親子であそぼ・おててつないで 

親子遊びサークルジョイジョイリトミック 

リトミックランド チャイルドリトミック 

リトミック わくわくランド 

ぴょんこリズムクラブ 

親子体操 カンガルーキッズ 

小学生体操 スポレクキッズ 

スイミングサークル ドルフィンキッズ 

アメリカン・キッズチア 

英語でヨガ  サッカークラブ  

バレエ美浜  ボス英語道場 

ちびっこABC キンダートレーニングサークル 

ポップキッズ 浦安モダンダンスサークル 

日の出モダンダンスサークル ダンスポップ 

幼児音楽教室 ドレミファランド 

ひまわり絵画教室 

その他 

NPO法人オープンドア 

ベビーサイン ベビーマッサージ 
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６． 来場者・傾向 

 
 
概 要 
 

来場者総数５９１組 １３６０名  

 

今回より参加を有料としたため、どれだけの来場

があるのか心配だったが約６００組の来場があっ

た。大半は乳幼児とその保護者。子どもの年令を

みると０歳・１歳が多少、多く感じたが、２歳～

４歳もそれぞれに参加していた。妊婦さん、子育

て支援に興味のある方も少数ではあるが参加があ

った。 

来場者の入場時間をみると約半数が朝一番の親子

イベント（親子ステージ）の時間帯に集中してい

たが、そのほかは満遍なく最終まで入場がつづく。 

 

イベントの有料化 

前売り ４００円 当日 ５００円 こども無料 

 

今回の大きな試みのひとつとしては、今後の運営

資金の課題克服の第一歩として、受益者負担の意

識を高めてもらうべく参加費として前売り券を含

め有料とした。 

 

チケット販売等の状況 

前売り ２３８枚 

浦安市民プラザ１１５枚・子育てサロンふらっと３８枚 

浦安文化会館２９枚・カフェ・デあいらんど １１枚 

あったかぼっこ１１枚・実行委員経由で販売３４枚 

当日券 ２３３枚（会場のみ） 

招待券 １１９枚 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
反 省 
（チケット販売）参加者の利便性を考えた場所で

の販売があまりできなかった。今回の結果を踏ま

えて次回の参加費及び券売所を検討していきたい。 

（ベビーカー）大半はベビーカーでの来場となる

ためベビーカーでの動線ならびにベビーカー置き

場の確保が必要 

（会場の運用）当日のチケット販売やチケット確

認のための動線がうまく取れていなかった。次回、

有料時の運用は要検討。 
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７． 広報活動 

 

制作物 

 

メッセ告知ポスターＡ２版     ２０枚 

メッセ告知ポスターＡ３版    ５００枚 

メッセ告知チラシＡ４両面   ５０００枚 

メッセ当日配布パンフＡ３両面 １０００枚 

メッセ告知チラシＡ４     ２０００枚 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広報手段 

プレスリリース 

ケーブルテレビ ミニコミ紙 新聞大手４紙  

ポスター掲示・チラシ配布 

公共施設・商業施設・自治会掲示板・公共掲示板・幼稚園そ

の他 医師会・薬剤師会・歯科医師会経由で依頼 

実行委員会ブログ（ホームページ） 

http://ameblo.jp/myurayasu/ 
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新聞等での紹介実績 

事前告知 

８月１５日 広報うらやす 

６月中旬  ふらっと・のーと 

８月２５日 新浦安 Town・Guide・Paper 

９月 １日 うらやすニュース 

９月 １日 ＭＹ浦安子育てNEWS 

９月 ８日 浦安新聞 

９月 ９日 スクエア（ミニコミ） 

９月 ９日 サークル（ミニコミ） 

９月１５日 広報うらやす 

９月１５日 読売新聞オリコミ 

９月２０日 ミニコミ浦安 

９月２６日 朝日新聞 
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事後レポート 

10月上旬 Ｊ-ＣＯＭにて放送 

10月１３日 浦安新聞 

１月 １日 ハッピーママ １・２月号 
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８． 実施スケジュール 

 

 実行委員会 概要 広報その他 

平成１８年４月 

   事務局設立・打合せ メッセ専任スタッフ決定 

実行委員会概要説明 

浦安市・浦安市社会福

祉協議会 浦安市教育

委員会への後援依頼 

５月    実行委員会規約作成 

 

実行委員就任依頼 

諸団体の後援決定 

６月 

3日  第1回実行委員会 

 

24日  第2回実行委員会 

運営体制/イベント概要決定 

コーナー別企画/役割 決定 

サークルへの参画・出

展募集の開始 

プレスリリース発行 

７月 

（説明会） 

15日 第3回実行委員会 

進捗確認・出展団体調整 

一般向け広報開始 

メッセ参画・出展募集 

実行委員ブログ開設 

20日ミニコミ浦安掲載 

一般向けに告知を開始 

８月 

 

 

26日 第4回実行委員会 

メイン企画・ゲスト決定 

企画詳細の確認・打合せ 

チラシ・ポスター校正 

15日 浦安市広報掲載 

2５日 新浦安ﾀﾞｳﾝｶﾞｲ

ﾄﾞﾍﾟｰﾊﾟ掲載 

前売り券販売開始 

チラシ・ポスター配布 

９月 

16日 第5回実行委員会 

28日 設営準備 

29日 当日 

当日役割/進行の確認 

各種最終確認 

 

1日 ＭＹ浦安子育て 

ニュース掲載 

15日 浦安市広報掲載 

１０月 21日 第6回実行委員会 実施速報＆反省会  

１１月    

１２月    

平成１９年１月 20日 第7回実行委員会 全体の報告会  

２月    

３月 10日 反省会   

 

反 省 
（全体）９月実施であれば半年前の４月には実行

委員会を始動できればよりスムーズに運営できた 

（企画）目玉企画となる親子ステージが８月まで

確定しなかったため広報ツールの作成や全体の運

営準備に影響がでた。次回以降は早期に全体の企

画内容を確定させていく必要を強く感じた。 

（出展）協賛・企画・情報などの出展・協力者の

募集が直前になったため当日も含めて運営が慌し

くなった。実施の２ヶ月前には確定させる必要が

ある。 

（前日・当日）全体で運営の内容を確認する場を

もうけるべきだった 

 

実行委員募集説明会 

事務局にて 

事業報告書作成 
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９． アンケート結果 

 

概 要 

 

約６００部配布 回収 ６０枚 

 

来場者を対象にイベントの運営・企画内容等につい

てアンケートを実施。 

アンケート用紙は入場の際に会場案内に挟んで配布。 

大ホール交流コーナーにて記入し回収。 

 

 

 

 

 

 

反 省 

この回答率の低さはアンケート配布場所が大ホー

ルのみであったこと、回収場所が明確でなかった

こと、子ども連れでの回答記入が困難であったこ

と等が原因であると考えられる。 

終了間際、ほとんどアンケートが回収できていな

いことから、急遽個別に帰路に向かう方を捕まえ

て記入をお願いした。ベビーカーに子どもを乗せ

ている方のほうが行動（記入など）をとりやすい

ため、回答者属性に偏りがでてしまった。このよ

うなイベント会場内でのアンケート記入で有効な

回答を得られるのかということも含めて、次回の

アンケート実施を検討したい。 

 

 

アンケート結果（有効回答60） 

 

居住エリア  

新町 中町 元町 市外（県内） 市外（県外） 

12 8 14 0 2 

子どもの年齢（すべて）に○をお付け下さい 

妊娠中 0歳 １歳 ２歳 ３歳 ４～６歳 小学生 いない 

0 34 10 2 2 0 0 0 

浦安の居住年数に○をお付け下さい 

１年未満 １～３年 ３～５年 ５～１０年 １０年以上 住んでいない 転入予定 

2 14 12 8 6 2 0 

 

Ｑ１：「子育て応援メッセ」全体についての感想をお聞かせ下さい。該当項目に○をお付け下さい。 

大変良い 良い 普通 悪い とても悪い その他 

１４ 30 14 0 0 0 

（理由） 

・華やか・会場が広く見やすい ・興味深いイベント ・子連れで参加できる ・色々なサークル情報がしれてよかった 

・予約がとれない ・定員が少なすぎる・楽しめました ・子連れで外出できる機会は貴重です 

・色々な催しがあってよかった ・色々なブース・体験ができた ・いろんなジャンルがあってよかった 
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Ｑ２：今後も「子育て応援メッセ」があればいいと思いますか？該当項目に○をお付け下さい。 

あればいい どちらでもいい なくてもいい 

６０ ０ ０ 

 

Ｑ３：今後の開催の際により充実させて欲しい企画に○をお付け下さい。 

子育て 

情報 

KIDS 

広場 

BABY 

広場 

交流 

サロン 

親子 

ｽﾃｰｼﾞ 

ｻｰｸﾙ 

体験 

親子 

講習会 

ママの 

講習会 

相談 

コーナー 

企業 

コーナー 

その他 

１０ ８ ２２ ８ ６ ２４ １０ ４ ４ ２ ０ 

 

Ｑ４：地域の子育て情報で知りたい情報をお聞かせ下さい。上位３つまで○をお付け下さい。 

地域のイベント 子連れで楽しめる施設 子連れで入れる美容院 親子連れで入れる飲食 子育てサークル 地域の遊び場情報 

 ２４ 28 24 20 20 10 

生活の知恵 他の人の子育て方法 子どもの健康 親子で遊べる場所 幼稚園・保育所 しつけなど育児相談 

2 34 1 20 10 6 

 

Ｑ５：.浦安地区の子育て支援でより充実して欲しい項目に○をお付け下さい。特に望むことは◎。 

一時預かり 保育所 幼稚園 プリ幼稚園 ベビーシッター 緊急医療体制 

２８ ２０ ２ ２ ０ ０ 

子育てサークル 交流の場 子育て情報 託児付イベント 子育て勉強会 その他 

１２ ２０ ６ ２０ ０ ０ 

 

Ｑ６：その他ご意見・ご要望をご自由にお聞かせ下さい 

・会場入り口が少しさみしい・中はすごく素敵！    ・自分の地域でも子育てメッセをやりたい 

・体験コーナーの人数と回数を増やしてほしい  ・0歳児でも体験できることを増やしてほしい 

・飾りつけは可愛く明るくよかったです  ・年に数回やってほしい 

・子供向けサークルばかりでなく、子どもを預けて母親が参加できるサークルがもっと増えたらいいなと思う 

・浦安は子どもが多いので飲食店にベビーチェアやブースターがほしい 

・子連れでもウエルカムなお店がもっと増えてくれたら、すごくいいなと思う 

・このイベントが定期的に（年２～三回）あればよりいいと思います 

・前売りﾁｹｯﾄをもっと多くの場所で売ってほしい ・舞浜の住人には遠い 

・事前予約のコースが多くできなかったので400円は（500円）割高かも 

・もっとひろいところでやっていただけるとよいです ・オムツ替えコーナーがなかったので床でかえた 

・小さい赤ちゃんと参加できるイベントや講習会がすくないので残念 
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１０．今後の展開 

 

継続して開催 / 年に１回 

今回、２回目を実施することができた。１回目、

２回目ともに１０００名を越える来場があり、地

域でこのようなイベントが求められていることを

強く感じている。今後も、年に１度のペースで、

同様の取り組みを続けていくことで、より子育て

しやすい町・地域で子育てを支えあえる町を目指

していきたい。 

 

実行員会形式で開催 

運営方法についてはi-net単独の事業ではなく、地

域全体でこの取り組みを支える実行委員会という

形で行って生きたい。今回は助成金受給の関係も

あり当団体が主催団体となったが、今後は実行委

員会が主催団体という形をとり、実行委員会全体

でよりよい子育て応援メッセを作り上げていきた

い。 

 

 

当事者も運営に参加 

また、今回の実行委員会は子育てサポーターのみ

で構成されていたが、やはりよりニーズに応える

ためにも、また子育て世代の社会参加の場として

もこの実行委員会には現役の子育て世代を積極的

に迎える仕組みを用意していきたい。（今回、当団

体からは当事者である現役の母親たちが多数参加

しているが、より幅広く一般の方にも参加いただ

ける仕組みを用意したい） 

 

 

 

 

 

 

 

以上 
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