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函館市子育て支援ネットワークとは 

 

１ 目的 

  このネットワークでは、子どもたちの健やかな成長と幸せを願い、地域全体

で子育て家庭を応援するため、お互いに協力しながら、知恵を集め、地域にふ

さわしい特色ある取り組みを創り出していきたいと考えています。 

 

２ 構成 

 このネットワークは、「子どもたちのために」という共通の目的や思いを持

つ仲間（団体）により設立されました。育児サークルや読み聞かせなどのボラ

ンティア団体から、保育や幼児教育に関する専門的な機関、さらには、障がい

児とその家族を支える団体など、１８の団体で構成されていますが、これから

も仲間づくりを進めていきます。 

 

 【参加団体】 

 絵本の読み聞かせコロポックルの会、絵本読み語りグループ「マシュマロ」、 

絵本読み聞かせグループ アリス、子育て支援グループ「マミーズ・フレンズ」、 

新日本婦人の会 函館支部、道南地区私立幼稚園連合会、函館おもちゃライブラリー、 

函館家庭生活カウンセラークラブ、函館こども劇場、 

函館市社会福祉協議会 函館市ファミリー・サポート・センター、 

函館市地域活動連絡協議会（母親クラブ）、 

函館市地域子育て支援センター（子育てサロン）、 

函館市地域子育て支援センター 函館短期大学つどいの広場、 

函館地区里親会（かもめ会）、函館友の会、函館保育協会、 

函館ＹＷＣＡ、函館市子ども未来部 

                   計１８団体 

お願いとお知らせ 

○ 現在、地域で子育て支援に関わるボランティア活動等を行っている団体の

皆さん、このネットワークに参加しませんか？ また、子どもたちや若いお

母さんたちのためにボランティア活動をしませんか？ 

  興味をお持ちの方は、事務局またはそれぞれの団体まで、お気軽にお問い

合わせください。 

 ○ ネットワークに参加している団体は、子育てをしているみなさまのお手伝

いをしたいと考えております。絵本の読み聞かせや講話、育児相談など、何

か 

  お手伝いできることがありましたら、お気軽にご相談ください。 
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函館市子育て支援ネットワーク（子育てネット） 

 

事務局 函館市子ども未来部次世代育成課 

         住所 函館市五稜郭町２３－１ 

         電話 32－1517  ＦＡＸ 32－1506 

 

団体の概要 

このネットワークは、市内で活動する子育て支援に関係する団体等との交流や情報交換

等を円滑に行うための連携体制の整備・充実を図り、官民協働による子育て支援を推進す

ることを目的としており、子育て支援に関わる研修および研究のほか、イベント等を行っ

ています。 

現在、市民団体から専門機関までの１７団体に函館市子ども未来部を加えた１８団体で

構成されています。 

 

設立経過 

長引く経済不況や少子高齢化に加えて，核家族化の進行により，地域の子育て力が低下

するとともに，世代を通じて子育てを学ぶ機会が失われ，育児に関する不安や悩みを抱え

て孤立する家庭が増えているなど，子育て家庭を取り巻く環境は，ますます厳しい状況に

あります。 

このようななか，本市では，市内で活動する子育て支援に関係する団体を結び，相互に

情報交換や協働することを通じて，連携体制の整備と充実を図り，官民協働による子育て

支援を推進するため，平成２０年１０月に函館市子育て支援ネットワーク（子育てネット）

を設立しました。 

子育てネットは、「子育て支援に関係する団体等との交流や情報交換等を円滑に行うた

めの連携体制の整備・充実を図り、官民協働による子育て支援を推進する。」を目的に、

多様化するニーズに対応するため、参加団体については、市民団体から専門機関までの幅

広い構成としました。 

今後も，子育て支援に関わる情報交換や協働を継続するとともに，連携可能な団体への

参加を呼びかけてまいります。  
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活動方針 

（１）子育て支援に関係する団体等との交流および情報交換 

    ア 全体交流会の開催 

    各団体の活動状況の発表や情報交換のほか、市の施策に対する意見交換等の場と

して開催します。 

  イ 専門部会の設置 

    ネットワーク活動の効果的な展開を図るため、事業部会（広報を含む。）および

研修部会を設置します。 

 

（２）子育て支援に関係する団体等との連携 

  ア 市の窓口の一本化 

    市と各団体、さらには、団体同士の円滑な連携を図るため、各団体からの相談等

については、必要に応じて、子ども未来部が調整します。 

    イ 各団体におけるイベント活動への協力等 

    各団体におけるイベント活動の際には、相互に協力します。 

    また、事業効果の拡大が期待できるものについては、合同イベントの実施につい

ても検討します。 

 

（３）子育て支援に関する研修および研究 

    ア 各種研修会の開催 

    各団体の活動の強化や実務者の資質の向上のほか、子どもの健全育成などに関す

る研修会を開催します。 

  イ ニーズに即した子育て支援施策の調査・研究 

    ニーズに基づいた官民協働による子育て支援施策についての調査・研究を行いま

す。 

 

（４）その他目的達成に必要な事項 

  ア 市民への情報発信 

    子育て支援等のイベントやサービスに関する情報を市民に向けて定期的に発信す

ることにより、各団体の活動の周知と地域における子育て支援の気運の高揚を図っ

ていきます。 

    イ  地域の子育て力の向上に向けた各種子育て支援事業との連携 

    子育てサロンやつどいの広場をはじめ、児童館における「子育て支援事業」など、

各種子育て支援事業との連携により、各団体の活動の拡大を図るとともに、地域の

子育て力の向上に努めます。 

    ウ その他 

    ネットワークの活動を進めるうえで、その他取り組みが必要な事項が発生した場

合は、実施に向けて協議・検討します。



 

４ 

 

１ イベントの開催 

子育てネットは、ネットワークの取り組みや各参加団体の活動内容などを市民の皆さん

に知っていただき、子育て支援の気運を高め、官民協働による子育て支援を推進するため、

子育て中のお父さん、お母さんが子どもと一緒に楽しく、気軽に参加できるイベントを 

参加団体合同で企画、開催しています。 

これまで、８回開催しており、今後も各団体の力を結集して、楽しいイベントを開催し

ていきたいと思っています。 

 

●第８回子育てネットらんど「ワイワイたのしく親子DEスマイル」 

「伝承遊びコーナー」、「ワイワイコーナー」、「絵本コーナー」、「あかちゃんコーナー」、 

「おやこでつくろう」、「フォトギャラリー」の各コーナーを設置し、１６３名の皆さんに

参加していただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 研修会の開催 

 函館市子育て支援ネットワークを構成する団体の活動の強化・充実はもとより、関係者の

資質向上を図るとともに、地域における子育て力の向上に努め、官民協働による子育て支援

を推進することを目的に開催しています。

親子スマイルフォトギャラリー 

親子または子どもの「笑顔の写真」または「見たら思わ

ず笑顔になる写真」を募集し、フォトコンテストを開催し

ました。楽しくてかわいい写真がたくさん集まりました。 

ワイワイタイム 

親子で音楽に合わせて体を動かしたり、みんなで絵

本を聴いたり，輪になって伝承遊びをしました。親子

の笑い声が響いていました。 

いました。 

おやこでつくろう 

イベントのおみやげとして，簡単に作れて遊べる，

紙皿フリスビー・牛乳パックでパクパクを親子で楽し

く作りました。 

伝承遊びコーナー 

折り紙ヒコーキを作って自由に飛ばしたり，けん玉や 

お手玉などの昔のあそびを体験しました。 



 

５ 

 

研修会開催内容（H2９年度） 

開催日時 テーマ 講師 

平成２９年 
１０月２日 

現地視察 ・はこだてみらい館 
・はこだてキッズプラザ 

－ 

平成２９年 
１１月４日 

講演会「こども食堂」の立ち上げや運営方法， 
     こども食堂から通してみえる現状等 

すず辰 
店主 鈴木 辰徳氏  

 

研修会の様子 

 

 

 

 

 

 

 

３ 広報誌の発行、パネル展の開催 

函館市子育て支援ネットワークに参加している団体について、より広く市民の皆さんに

知っていただくために、広報誌等を作成・配布するとともに、イベント等にあわせてパネ

ル展を実施しています。 
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絵本の読み聞かせ コロポックルの会 

 

代表者 八谷 喜美子 

連絡先 住所 函館市宮前町９－２２ 

         電話 ４１－２０４７ 

 

団体の概要 

函館市教育委員会が主催した家庭生活カウンセラー講座を終了した1983

年12月、子どもの成長･文化に関心を持つ仲間がボランティア・グループ結

成の話し合いを重ね、手分けして児童館を訪ね歩くうちに、受け入れ館なら

びに「絵本の読み聞かせ」を主な活動内容とすることに決める。 

北の国のファンタジーをイメージする「コロポックルの会」誕生です。半

年ほどの勉強会や読み聞かせ体験を経て、定期的な活動を開始。 

今の構成員は、図書館や朗読講座などで学んだ人が多く、児童館での定期

的な読み聞かせやミニ講演など、活動の場が広がっている。 

 

主な活動場所 

深堀児童館、人見児童館 など 

 

活動内容 

１．例会 

毎月１回例会を持ち、翌月の活動予定表を作成し、各活動場所の状況報

告や問題点を話し合う。また、各自持ち寄った絵本について所感を述べ合

ったり、実際に読んでの意見交換をする。 

 

２．読み聞かせ活動の場 

深堀児童館 毎週月曜日 1５時４５分から 

習い事に、塾に、パソコンゲームにと、子どもの予定も多様で読み聞か

せに参加する子の人数は必ずしも多くはないが、絵やストーリーに鋭く反

応し、本の面白さ、楽しさを受け止めている子どもの表情に読み手の満足

感は高まる。小学校低学年10名弱が参加。 
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人見児童館 第1・3火曜日 15時45分から 

通常の子どもの利用者が比較的少なく、読み聞かせ時間になると、指導

員の声掛けもあり、全員が参加。20名前後が読み聞かせコーナーに集まる。 

保健センター 第5木曜日 9時～12時 

10ヵ月の赤ちゃん健診に合わせたもので、待ち合いの時間を利用してフ

ァーストブックの読み聞かせや本の紹介にあたる。 

 

その他の活動  

・北海道函館養護学校 ミニ講演 

・森町図書館 読み聞かせの講演と実践 

 

読み聞かせの基本は、「本来地味な活動であり、静かなところで少人数と向

き合って生の声で。あくまでも読み手が主人公ではなく、子供一人ひとりが

絵と耳から入る言葉で、楽しさ、笑い、驚き、感動を実感する主人公であり

たい」とのグループの共通の願いがある。 

 

活動実績 

2004年3月 グループ結成20周年記念誌を発行 

20年間の歩み、元会員8名と現会員12名の声を載せ、読み聞かせた本の記

録（書名、著者名、出版社、読み聞かせた日、場所、担当者）を作成。 

 

2006年7月 北海道子供の本の集い 函館大会参加 

養護学校の先生、盲学校の指導員、保育所の先生たちの協力を得て、分科

会「障がいのある子に読み聞かせを」を担当。報告書作成・発行に協力。 
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 絵本読み語りグループ「マシュマロ」 

代表者 弦木 恵美子 

連絡先 住所 函館市美原４－１８－１８ 

         電話 ４６―６４００ 

 

団体の概要 

１９９６年絵本の読み語りグループ「あすなろ」を創設 

以来、読み手も増えグループ名を「マシュマロ」と改名、２０１５年で２０年目を

迎えた。 

モットーは“子供の集まる所へ出掛け、絵本を広めよう” 

 

主な活動場所 

学童保育所、くるみ学園、函館市中央図書館、幼稚園、小学校、保健センター、 

子育てサロン、子育てサポート、認定こども園、高齢者施設、 

毎月３１箇所の活動のほか各種イベント等 

 

活動内容 

絵本・紙芝居の読み語り、パネル・エプロン・タングラム各シアター、ペープサー

ト、素話し、わらべ唄、手遊び、人形劇、朗読、大人のお話し会等の活動をしている。 

また、絵本読み語りの講師と実践の依頼を受けている。 
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活動場所と活動内容                                              （単位：回・人） 

絵本 紙芝居 その他 計

中央図書館 61 313 54 156 523

小学校 柏野・鍛神・日吉が丘 25 72 0 0 72

学童保育 本通りクラブ 38 92 21 1 114

幼稚園 亀田ゆたか・函館・戸井 25 121 19 6 146

認定こども園 中央・千歳・ゆりかご・高盛・さくら・赤川 69 253 68 17 338

子育てサロン 函館幼・中央・さくら・赤川・大谷・大森浜 62 125 1 24 150

高齢者施設 ジョイウエルズ桔梗・グランドサン亀田 8 9 4 18 31

書店 栄好堂 9 44 2 2 48

保健センター 絵本ふれあい事業 12 0 0 0 0

キッズスタジアム 12 0 0 0 0

読書週間小学校・
イベント

千代が岱・中島・青柳・日新・戸井西 10 145 10 1 156

計 331 1,174 179 225 1,578

年間活動　（２０１７年度）

　＊子ども読書週間イベント
　＊お月見朗読会
　＊小さなおはなし会
　＊「教科書の名作」朗読会
　＊夢見月朗読会

帰属団体

　＊函館市中央図書館ボランティア
　＊北海道語り手ネットワーク
　＊函館市子育て支援ネットワーク
　＊北海道子ども読書応援団
　＊渡島・檜山ボランティアネットワーク（たんぽぽ）

※活動内容のその他欄はパネルシアター・ペープサート・

手遊び・わらべ歌・素話など

回数活動場所
活動内容(人数)
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絵本読み聞かせグループ アリス 

 

代表者 安井 依里 

連絡先 住所 函館市弥生町７－２３ 

         電話・ＦＡＸ 23－7851 

 

団体の概要 

平成3年12月に、函館市立図書館の依頼を受け、故 畑中栄子が上湯の川団地集

会室でよみきかせを始める。 

現在、中央図書館、小学校、児童館、保育園、学童保育所などで子どもたちへの

絵本のよみきかせ、市総合保健センターにおける乳児の10か月児健診時の｢絵本ふ

れあい事業｣への協力。（会員数 13名） 

 

主な活動場所 

函館市中央図書館、山の手児童館、亀田保育園、亀田小学校、中部小学校、弥生小学校、 

学童保育所ちびっこ、古川母と子の家、函館市総合保健センター他 

 

活動内容 

絵本のよみきかせ 

子どもたちに良い絵本を。絵本は楽しむもの、絵本は読んでもらうもの、絵本で

豊かな心と言葉を、大人も絵本を楽しんで、との考えでよみきかせをしている。 

絵本ふれあい事業への協力 

総合保健センターにおいて乳児10か月児健診時の「絵本ふれあい事業」に協力、

子どもの成長と絵本について話したり、絵本の紹介などを行う。 

勉強会 

絵本について、絵本作家について、子どもの心の発達と絵本について、文章の読

み方についてなどの勉強会。  
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活動実績 

平成  ３年  アリス誕生 故 畑中栄子が上湯の川団地集会室で読み聞かせ開始 

平成１１年  山の手児童館 読み聞かせ開始 継続 

平成１３年  亀田小学校 読み聞かせ開始 継続 

平成１４年  アリス誕生１０周年記念公演 

        アリスの贈り物 大人のための絵本講座 

       上湯の川小学校読み聞かせ会 

       西小学校読み聞かせ会（弥生小学校にて継続） 

平成１５年  絵本ふれあい事業 

平成１６年  中部小学校読み聞かせ会開始 平成２５年休止 

平成１７年  中央図書館読み聞かせ会 月２回 第一第三土曜日 

平成１８年  アリスの贈り物 畑中栄子さんの朗読をもう一度 

        中央図書館で開催 

平成２０年  学童保育ちびっこ 読み聞かせ開始 継続 

       亀田保育園 読み聞かせ開始 月２回 継続 

       知内町知内幼稚園 

       古川母と子の家 読み聞かせ開始 継続 

平成２３年  北星小学校読み聞かせ会 年１回 継続 

平成２４年  アリス誕生２０周年  

        おやこで楽しむ絵本ライブ 

        中央図書館で開催 

平成２５年  つどいのひろば 読み聞かせ 月１回 継続 

       根崎生活館 お話会 

平成２６年  蔦屋書店 月１会 継続 

平成２８年  高盛小学校おはなし会 

 

 

その他 

アリスでは子どもたちと絵本の好きな会員を募集しています。 

中央図書館、山の手児童館、蔦屋書店などで活動を見学できます。 

一度のぞいてみませんか？ 
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子育て支援グループ「マミーズ・フレンズ」 

 

代表者 風間 美智子 

連絡先 住所 函館市東山２－１－１１ 

         電話・ＦＡＸ 31－3063 

 

 

団体の概要 

平成２２年２月１日設立。地域における子育て支援の充実を図り、子育てしやすい環境

づくりを進めていくことを目的に函館市子育てアドバイザー有志で構成されたグループで

す。特に産後間もない母親の「子育ての孤立化予防」、「親育ち」、「子育ち」へ子育ての楽

しさをスタッフそれぞれが地域資源としての役割を通してボランティアで提供しています。 

 

主な活動場所 

函館市総合保健センター 

 

主な活動 

「ママのためのリフレッシュ講座」 

産後の女性は出産に伴う生活環境の変化により、心や体の健康のバランスをくずしやす 

く、また、少子化や核家族化の進行に伴い、育児サポート体制の不備や相談相手が身近に

いない事などから、孤立する傾向が多い。 

 それらを緩和するため、産後リハビリを兼ねた簡単な有酸素運動や参加者、または「マ

ミーズ・フレンズ」スタッフなどとの交流により、心と体の健康づくりを図るとともに育

児の楽しさを共有している。 

 「ママのためのリフレッシュ講座」においては生後２か月から４か月末までの児を持つ

母親を対象に函館市スポーツ推進員のインストラクター水谷眞貴子氏が体操、運動を提供

し、その間、「マミーズ・フレンズ」スタッフがボランティアで託児を行う。 

 運動後のふれあいタイムでは、スタッフの読み聞かせ、函館市の子育て支援の情報提供、

スタッフや母親同士の交流、育児相談等が行われる。 

母親同士がメールアドレスを交換する姿もあり、その後の交流の広がりも見られ大変好

評である。 

募集は「こんにちは赤ちゃん訪問」で函館市内で生まれた児全員にリーフレットを配布

する。 

平成２２年より、毎年，年１０回、開催され 年間１７０組前後の親子が参加される。 
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活動実績 

❤「ママのためのリフレッシュ講座」平成２２年～平成２８年の活動実績 

                                      （人） 

年度 母 児 家族 参加合計 アドバイザー 申込み数 欠席数 

H22 138 137 25 300 99   

H23 157 157 10 324 111   

H24 157 156 23 336 97   

H25 165 162 19 346 110 211 46 

H26 172 173 22 367 102 205 33 

H27 182 180 15 377 106 225 43 

H28 186 184 16 386 104 225 39 

合計 1157 1149 130 2436 729   

・毎回、１５～２０組前後の参加があります。 赤ちゃん連れということも有り、１回に

３～７組のキャンセルがありますが、参加人数は増加傾向にあり概ね好評です。 

 

❤参加ママのアンケートより                         （人） 

 母の年齢 

２０代 

 

３０代 

 

４０代 

児月齢 

２か月 

 

３カ月 

 

４か月 

大変 

良い 

 

良い 

 

まあまあ 

H25 ５３ １００ １２ ５６ ６９ ４０ １３８ ２６ １ 

H26 ４６ １１4 １２ ５７ ７１ ４７ １３２ ４０ ０ 

H27 ４９ １２０ １３ ７２ ６０ ５０ １４０ ４２ ０ 

H28 ４７ １２６ １３ ６８ ７５ ４１ １３８ ４２ ０ 

・感想項目に〇が多かったもの（各年度共通１０項目から） 

① 身体を動かすことが出来てストレス解消、リフレッシュできた。 

② 他の参加者やスタッフと話が出来てストレス解消、リフレッシュできた。 

③ 子どもと離れることができた。（託児があるので自分に集中できた。）  

④ 今後、この様な催しの案内があれば積極的に参加したいと思う。 

⑤ 今後、子育てサロンや育児サークルなどに行ってみたいと思う。 

 

❤こんな感想を頂きました。 

・隣のママとメール交換をしてサロンに行く約束をした。転勤族なので良かった。 

・函館は、以前住んでいた街よりずーっと親切です。他の親子の様子を見れて良かった。 

・他のママも頑張っていると思うと１人じゃないって安心した。赤ちゃんみんな可愛かっ

た。 

 

❤この時期は産後の疲れ、睡眠不足、肩や腰、手首の痛み、腱鞘炎等の体の不調も多く 

外出も間々ならず、自分の時間もなく、子どもの世話で１日があっという間に終ってしま

う。 

同じようなママたちやアドバイザーさんとの交流で心がほっとするのではないでしょうか。 

 

❤子育てママへの「マミーズ・フレンズ」からのほんの少しのプレゼントタイムです！ 
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新日本婦人の会 函館支部 

 

代表者 函館支部長 才門 みほ子 

連絡先 住所 函館市富岡町１丁目４９－６ 

         電話 ４２－０３４０ FAX ４２－０３３５ 

 

団体の概要 

新日本婦人の会(略称 新婦人)は、1962年、平塚らいてうやいわさきちひ

ろなど32人の呼びかけで創立。現在会員20万人となり、個人加盟では日本

最大の女性団体です。くらし、子育て、平和など、女性の願いを実現するた

めに活動しています。2003年春からは、国連ＮＧＯとして正式認証され、

世界の女性と連帯し活動を広げています。 

函館支部は1962年に発足し、現在会員は４00名、市内各地域で様々な活

動を行っています。赤ちゃん小組、親子リズム小組は、1987年に発足して

以来、市内数か所で活動していましたが、現在は乳幼児の減少により活動を

休止しています。 

 

活動内容 

一人ぼっちのお母さんをなくそう。育児書やマスコミ情報に頼るだけでは

なく、お母さん同士のおしゃべりや先輩お母さんの生きたアドバイスに触れ

る機会を提供します。 

仲間とともにリズム体操で体を動かし、親子でたっぷりとスキンシップを

します。歌や音楽に合わせて、ワニになったりうさぎになったり、手足をし

っかり使い、体の筋肉を育て、脳を刺激し発達を促します。まだ体操の出来

ない赤ちゃん親子には、体の緊張をほぐして血行を良くし、脳の発達を促す

マッサージを紹介しています。 

このような取り組みを体験会形式で年に数回行っています。 

 

 幼少期から親子が共に育ち合ってきた仲間の絆は、 

ずっと続きます。子育て中のお母さんが集まって、 

料理サークル、手作りサークルなどに発展していってます。 
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活動実績 

1962年 新日本婦人の会発足。 

 1962年    〃   函館支部発足。 

 1987年から湯の川（市民体育館）、富岡、中道、昭和、日吉地域にて、 

親子リズムを開始。 

 

 

 

＜子育てに関する事以外にも生活の向上、女性の権利、 

子どものしあわせの為にこんな活動もしています＞ 

1968年から「乳幼児医療費を無料に!!」の署名・運動。 

近年では子育て家庭支援として 

・「指定ごみ袋減免」の要請書提出。 

 （3歳以下の子どもがいる家庭にアンケートを実施） 

・「妊婦健診の公的負担の拡充」の申し入れを行い、 

  2010年から14回無料になる。（妊婦健診受診のアンケートを実施） 

・「ヒブワクチン接種公的助成を求めて」の署名・申し入れを行い、 

  2011年から助成されるようになる。 

 ・北海道「子ども医療費助成制度の無料化」を通院・入院とも中学卒業 

  まで拡充するように要請中。 

 ・給食費の無償化や自校式による給食に戻すように要望。 

  また、函館市教育委員会と懇談し、放射性物質測定器の購入を要求し実現。 

 ・就学援助制度の拡充、学校再編問題や学校内の施設問題（アスベストやト

イレの洋式化、図書など）について函館市に要望する活動。 

 ・２０１６年から、毎月１回“ママカフェ”を開催しています。 

  子育て中のお母さん同志が集まり、勉強会、ランチなど自分たちのやりた

い事、楽しい事を企画し楽しく交流しています。 
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道南地区私立幼稚園連合会 

 

代表者 会長 木村 一雄（函館ひかり幼稚園 理事長） 

連絡先 函館大谷短期大学附属大野幼稚園（事務局） 

         住所 北斗市 市渡５０６－８ 

         電話 ７７－９２７５ 

 

団体の概要 

  函館市及び渡島、檜山管内にある私立幼稚園３４園が連携を図り、幼稚園経営の充実と

振興を図ることを目的にしています。 

  また、社団法人北海道私立幼稚園協会の「道南支部」としての機能も併せ持っています。 

 

主な活動場所 

・各幼稚園（活動内容に合わせて） ・他団体の主催する活動を行う会場 

 

活動内容 

 ３つの委員会に分かれ、様々な活動を行っています。 

 

≪振興委員会≫ 

 ・私立幼稚園教育振興のための必要な問題について調査・研究 

 ・教職員相互の交流を図り、日常実践に役立つ研修交流の企画 

 ・地域に即した私立幼稚園の振興、各幼稚園の情報交換 

・北私幼振興委員会との密接な連携を図り、情報交換を行う 

・函私幼・函私幼Ｐ連との連携を図り、積極的な振興を図る 

 

≪研究委員会≫ 

 ・研修…新任研修・全体研修・中堅教員研修・運転技術員研修 

 ・研究…北海道私立幼稚園教育研究大会 ブロック大会での研究発表 

 ・特別支援教育推進部会の活動の充実 

 ・紀要発刊…私学振興協議会幼稚園部会研究紀要発刊 

 

≪広報委員会≫ 

 ・道南地区私立幼稚園連合会の広報誌「いずみ」の発行 

 ・各種研修会や講演会等の概要、北私幼広報委員会の情報提供 

 

≪その他≫ 

  函館私立幼稚園ＰＴＡ連合会との連携 
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活動実績 

◎道南地区私立幼稚園連合会ホームページの作成 

  ・保護者向け、教職員向け、求職者向け、Ｐ連関係のページを設けた。 

   URL http://dounanshiyo.hakodate.jp/ 

◎「広報いずみ」の発行 

◎新任教員研修会 

  ・平成２6年５月１4日（水）遺愛幼稚園 

    函館大谷幼稚園 園長浅井先生の講演の後、グループに分かれて、 

先輩の先生との座談会 

◎函館市・北斗市・七飯町への振興活動 

  ・タウンミーティング（７月２９日）、函館市長と懇談（９月２４日）、 

北斗市・七飯町への要望書提出（９月２５日） 

◎函館私立幼稚園ＰＴＡ連合会と共催事業 

  ・平成２６年１０月９日（木）劇団「飛行船」の観覧（函館市民会館） 

・各地域の老健施設へ「ウエス」の寄贈 

  ・「はたらく車大集合」参加協力 

◎北海道私立幼稚園教育研究大会道南ブロック大会への参加 

  ・平成２６年１０月１１日（土） 研究発表 上磯立正幼稚園 

◎運転技術員研修会 

  ・平成２６年１１月１５日（土）国の華幼稚園 

    一般の教職員と運転技術員とが園児の安全な送迎や冬道の運転などについて研修 

◎全体研修会 

  ・平成２６年１２月１０日（水）ベルクラシック函館 

    「発達障がいのある子の理解と支援について」（講師 永長 明之 氏） 

◎私立幼稚園経営に関する研修会 

  ・平成２６年９月１１日（木） 「新制度に向けての懇談会」 

  ・平成２７年１月１７日（土） 「新制度に向けての意見交換と新年交礼会」 

◎教職員交流ミニバレー大会 

  ・平成２７年１月１７日（土）函館大谷高等学校 体育館（参加者数：４６名） 

◎教頭・主任・中堅教員研修会 

  ・平成２７年２月１３日（金）函館大谷短期大学附属幼稚園 

    特別支援教育の推進部会の活動について 

（推進委員長 上磯立正幼稚園 安達園長先生） 

  ・実践報告（上磯立正幼稚園） 

『チェックシート・支援保育シートを活用した個別の支援計画の作成について』 

    ～困り感をもつ子に寄り添い、支援を深めていくために～ 

  ・グループディスカッション 
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函館おもちゃライブラリー 

 

代表者 芦野 啓子 

連絡先 住所 函館市若松町３３－６ 総合福祉センター(あいよる) ４Ｆ 

         電話 ２３－８９６９(呼) 

 

団体の概要 

国際障がい者年の１９８１年、東京三鷹市に、ボランティアによって運営される日本最

初のおもちゃ図書館が誕生しました。 

函館では、１９８５年（昭和６０年）函館市婦人団体連絡会の事業として、北海道婦人

団体連絡協議会、函館市厚生部福祉課の指導のもとに、道内13番目に｢障がい児やその家

族と市民の交流を図るノーマライゼーションの理念｣のもとに函館おもちゃライブラリー

が開設されました。 

 

主な活動場所 

函館市総合福祉センター（あいよる）４Ｆ  

 

活動内容 

● 開催日 ・毎週土曜日  

 午前10時～12時 午後1時～3時まで 

          ・毎月第２水曜日 午前１０時～１２時 

＊就学前のお子さんが対象です。 

●  不定期に ・はこだて療育・自立支援センター つぼみ 

          ・小鳩会 

● 移動おもちゃライブラリーとして 

 ・子育てサロン“ちびっこ遊びの広場” 

 ・はこだて療育・自立支援センター はぐみでの療育相談 

            ・子育てネットらんど 

● 年2回 “親と子のお楽しみ会” 

● 手作り研修会等 

 

✡ “おもちゃ”という暖かいやさしい物が、人と人とを結びつけ、障がいのある子ども

と親御さん、兄弟、姉妹、ボランティア、障がいの無い子どもとのコミュニケーション

を深めます。 

 障がいのある子ども達が「おもちゃ」を通して楽しく遊ぶことが出来るように、そして、

発達を促す一助になれば、との願いから始まったボランティア活動です。 

 将来を担う子どもたちに心のバリアフリーを育むことです。 
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障がいのある子も無い子も、共に集える場「おもちゃとお友だちに出会えるところ」それが

“おもちゃライブラリー”なのです。 

【ボランティア会員数 ２０名（Ｈ３０年4月現在）】 

 

活動実績 

 

平成2９年度函館おもちゃライブラリー利用状況 

 
 

その他 

◎ 平成１８年 ７月 ６日  日本おもちゃ図書館財団より貢献賞を受賞 

平成１９年 ９月１３日  地域活動道民大会に於いて北海道社会貢献賞を受賞 

平成２７年１１月２１日  平成２７年度ボランティア功労者に対する厚生労働大臣

表彰受賞 

平成３０年 ６月 ８日  一般財団法人日本おもちゃ図書館財団より永年活動表彰

受賞（３３年） 
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函館家庭生活カウンセラークラブ 

 

代表者 伊藤 繁子 

連絡先 住所 函館市若松町１７－１２ 

棒二森屋アネックス６FふらっとDaimon 

         電話 84－8741 

 

団体の概要 

昭和５７年に設立、現在（平成３０年）会員数は７２名。 

函館家庭生活カウンセラー養成講座で社会学・心理学他を学び、認定審査の上「家庭生

活カウンセラー」の資格を持つ会員が、相談業務を主体とした活動や福祉・育児・教育関

係施設などでのボランティア活動を推進する団体。 

会員一人一人が「家庭生活カウンセラー」としての資質を高め、会員相互の親睦交流を

図り、個の自立と豊かな家庭生活づくりを目指し、福祉活動および男女共同参画の推進と、

生涯学習の振興を図ることを目的とする。 

 

主な活動場所と内容 

ふらっとDaimon・函館市女性センター・函館市湯川支所・函館市亀田支所・ 

総合福祉センター 

１．クラブ自主活動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆女性センター 家庭生活相談 

＜主な相談内容＞ 

近隣・友人・親子・夫婦・家庭内 

暴力など、身近な家庭生活全般に 

関する相談。 

 

月・金曜日・・午前１０時～午後３時 

火・木曜日（夜間）・・午後６時３０分 

   ～８時３０分   

☎０１３８－２３―４１８８ 

 

 

☆湯川支所 家庭生活相談 

＜主な相談内容＞ 

近隣・友人・親子・夫婦・家庭内 

暴力など、身近な家庭生活全般に 

関する相談。 

 

火曜日・・午前１０時～１２時 

☎０１３８－５７―６１６１ 

☆亀田支所 家庭生活相談 

＜主な相談内容＞ 

近隣・友人・親子・夫婦・家庭内 

暴力など、身近な家庭生活全般に 

関する相談。 

 

木曜日・・午後１時～４時 

☎０１３８－４５―５５８１ 

 

☆事務所 家庭生活相談 

＜主な相談内容＞ 

近隣・友人・親子・夫婦・家庭内暴力 

など、身近な家庭生活全般に関する相談。 

 

火・水・木・金曜日・・午前１０時～午後３時 

☎０１３８－８４―８７４０ 
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２．他機関からの依頼活動 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆被害者相談室 

＜主な相談内容＞ 

犯罪や交通事故・契約トラブルなど、

各種被害によって心に傷を受け悩ん

でいる人への援助。 

 

水曜日・・午前１０時～午後３時 

☎０１３８―４３―８７４０ 

☆すみれ会  

＜傾聴ボランティア＞ 

施設にて面談・入所者のお話を聞か

せて頂く。 

 

第２火・第4木曜日・・午後２時～午後３時 

場 所・・介護付有料老人ホーム 

     あい日吉 

 

☆函館いのちのホットライン 

＜主な相談内容＞ 

悩みやストレスを抱え、死んでもかま

わないと考える人や、誰かに話を聞い

て欲しい人などの相談。 

 

月・金曜日・・午後５時３０分～８時３０分 

☎０１３８―３２―１５４８ 

※上記のうち、金曜日担当として活動 

☆はこだて幼稚園相談ボランティア 

＜主な活動内容＞ 

入園児または、将来入園する子のため

に参観を希望する母と、園内にて面

談・相談に応じる。 

 

金曜日・・午前９時３０分～１１時３０分   

場 所・・市立函館幼稚園 

☎０１３８―２２―４７３５ 

 

☆社協総合相談 

＜主な相談内容＞ 

金銭・近隣トラブル・高齢者・病気 

など、地域住民の抱える問題について、

広く相談に応じる。 

 

火・水・木曜日・・午前１０時～午後３時 

場 所・・総合福祉センター 

☎０１３８―２３―８９６９ 
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函館こども劇場 

 

代表者 和泉 佳代子 

連絡先 住所 函館市高盛町２２番７号  

         電話 ５５－３７８２   

 

団体の概要 

 函館こども劇場は、子どものための優れた舞台の鑑賞（例会活動）と、親子で地域の仲

間と創りあう自主活動を通して、子ども達に豊かな心と喜びを届け、自立と成長を願い、

大人がつながり力を寄せあい、親も子も育ちあうことを目的としています。そのために会

員制・月会費制で、会員である大人（母親）により運営しています。サークルを基礎とし

て、地域に根ざした活動をつくり、子ども達が安心して暮らせる地域をめざしています。 

 

主な活動場所 

例会活動は市民会館または芸術ホールでの舞台上演を行っています。自主活動は各地で

活動に応じて様々な所で行っています。 

 

活動内容 

 例会活動は、子どもは４歳以上中・高校生も対象として、その年齢に合った舞台を届け

ようと幼児例会、小学１年生以上例会、低学年例会、高学年例会とわけ、一人の会員が一

年間に４回観られるようにしています。観るだけではなく、例会にむけて、新入会のため

のチラシ作りや、入会の呼びかけ、当日へむけての準備、当日の係も全員で分担し、力を

寄せあい、関わりあいながら行っています。 

自主活動は市内と北斗市、七飯町をなるべく近い地域にわけて、子どもの身近なところ

で集まりをもち、話し合って、一緒に遊んだり、お花見、キャンプ、ハイキング、クリス

マス会、etc…と工夫して活動を創っています。 

他に地域公演を毎年続けています。この活動は会費とは別に、普段は例会での舞台鑑賞

を、自主活動をしている地域毎に生の舞台を、会員ではない人にも体験してもらい、こど

も劇場を外に広め、力を寄せあい、目的を話しあうことで共感を強くしていこうと取り組

んでいます。 

  

活動実績 

・例会活動 

 ２０１８年 

    ２月１６日 第２５２回例会（高学年例会）会場：芸術リハーサル室 

            梅治の会  「佐々木梅治芝居 一人語り にんじん」 

    ３月 ７日 第２５３回例会（低学年例会）会場：芸術ホールギャラリー 

            芸能集団 乱拍子「わらべ唄とあそびと子どもの世界」 

    ４月２１日 第２５４例会（小１以上例会）  会場：芸術ホールギャラリー 

            伊藤企画    「伊藤文悟のひとり芝居 鮭の子さすけ」 



  

 

23 

 

    ７月１５日 第２５５回例会（幼児年例会） 会場：芸術ホールギャラリー 

            パントマイムプラネット 「ちょっとぼうけん」 

    ９月１０日 第２５６回例会（小１以上例会）会場：芸術ホールギャラリー 

            劇団 むう  「 おこんじょううるり 」 

    ９月２０日 第２５７回例会（幼児例会）  会場：芸術ホールギャラリー 

            人形劇団えりっこ「 いきてるよ～おはよう ぶたのこブ―～」 

     

・自主活動 

  函館市内を８つに、北斗市１、七飯町１として１０地区に大きく分けてブロックとし、 

地域の会員で相談し活動してきました。 

 

・地域公演 

２０１８年４月１４日～１５日  劇団風の子北海道「きたかぜぴーひゃらあそび組」 

４月１４日 会場：短大付属幼稚園（深堀的場・日吉・東山・湯川ブロック） 

  ４月１４日 会場：サン・リフレ （西部・五稜郭ブロック） 

  ４月１５日 会場：北美原小体育館（北美原昭和・北斗・桔梗ブロック） 

        

・その他の活動 

 ２０１８年 ２月 ４日   子育てネットランド参加 

７月２９日   函館地域交流まちづくりセンターNPOまつり参加 

       毎月第２水曜日 蔦屋書店キッズランドにて読み聞かせ 
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社会福祉法人 函館市社会福祉協議会 

函館市ファミリー・サポート・センター 

  

連絡先    住所  函館市若松町３３番６号 函館市総合福祉センター３階 

電話  ２３－３９２０  ＦＡＸ ２３－３９２１  

  

 

団体の概要 

設   立（活動開始年月日）平成１１年１０月１日 

会 員 数 平成３０年５月末日現在２０１８人 

＜依頼会員 １７９５人 提供会員 １７７人 両方会員 ４６人＞ 

事務局体制 アドバイザー ５人 サブリーダー ８人 

 

センターは、育児の援助を行いたい者と、育児の援助を受けたい者を会員として組織化

し、地域における子育て支援の一環として、育児に関する相互援助活動を支援する事を目

的としています。 

提供・両方会員は、センターの実施する研修を受講します。（年１回）２４時間程度 

 

主な活動場所 

提供会員宅、両方会員宅、希望により依頼会員宅にて託児を行っています。 

 

活動内容 

（１）援助対象児 ０歳から小学６年まで 

（２）活動時間  終日（基本的に宿泊は伴わない） 

（３）事務局受付 ９：００～１７：００ 

（土曜日、日曜日、祝祭日および１２／２９～１／３を除く） 

（４）入会手続き 電話で入会登録の手続き日を予約し、センター事務所にて手続きを 

         行います。 

（５）報酬（料金) Ｈ２４年度より割引制度が実施され、函館市に住むすべての依頼会員

が、２００円／３０分（１人目）で利用できることになります。 

                             （３０分あたりの利用料金）    

利用区分 人数区分 利用料金 
H24.3.31までの 

負担額 

H24.4.1以降の 

負担額 

H24.4.1以降の 

助成額 

通 常（月～金曜日 

午前７時～午後９時まで） 

１人目 ３００円 ３００円 ２００円 １００円 

２人目 １５０円 １５０円 ５０円 １００円 

上記の時間外および土・日・祝日 

年末・年始（12／29～1／3） 

病児・病後児預かり 

１人目 ３５０円 ３５０円 ２００円 １５０円 

２人目 １７５円 １７５円 ２５円 １５０円 

  

  

ひとり親家庭等の病児・

病後児預かり 

１人目 ３５０円 ２５０円 ２００円 １５０円 

２人目 １７５円 ７５円 ２５円 １５０円 
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※注意事項 

・ 交通費や食費などの実費については助成の対象外です。 

・ 函館市民以外の依頼会員は助成の対象外です。 

・ 取り消し料は助成の対象外です。（依頼していた利用時間相当額に係る取り消し

料を全額自己負担にて提供会員にお支払いしていただきます。） 

（６）育児の援助の内容 

・保育園、幼稚園への送迎を行うこと。 

・保育園、幼稚園の開始前、終了後子どもを預かること。 

・学校の放課後又は学童保育終了後、子どもを預かること。 

・子どもが軽い病気の時、臨時的、突発的に子どもを預かること。 

・保護者が学校行事に参加する場合、一時的に子どもを預かること。 

・保護者が病気、出産、介護等に該当する場合、一時的に子どもを預かること。 

・その他、育児に関する補助の活動を行うこと。 

活動実績 

平成29年度 活動件数  年間 10368件  月平均件数800～900件 

＜事由別依頼ベスト７＞ 

保育施設までの送迎 1578 

買い物等外出の際の子どもの預かり 1494 

習い事に関する援助 1388 

その他育児に関する援助 1323 

保育施設の保育開始前や保育修了後の預かり 1121 

保育施設・学校等の休み 872 

短時間・臨時的就労 801 

平成30年度 年間予定 

５～7月    提供会員養成講習会（全9回） 

８月      センターまつり参加  

１０月     全体交流会  

１１～１月 フォローアップ研修会 

3月        幼稚園・保育園へのチラシ配布 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29年度 

提供会員講習会修了生 

センター祭 

「ふぁみさぽらんど」 

全体交流会 

 

フォローアップ研修会 

「ファミサポのシステム

確認」「交通安全教室」 
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函館市地域活動連絡協議会（母親クラブ） 

 

代表者 梅田 史恵 

連絡先 住所 函館市港町１－２４－２   

         電話 ４３－２９９５ 

 

団体の概要 

昭和４８年４月２０日設立。 

 

本会は市内全域２７の母親クラブをもって構成されています。（会員数 ８６２人） 

母親クラブは、「まちの子はみんなわが子」を合言葉に、地域ぐるみでボランティア活動

をしています。 

各母親クラブが着実に、地域に根をはった活動として定着し、相互の連携をとりながら、

児童の健全育成に寄与することを目的としています。 

 

 

主な活動場所 

函館市本町児童館及び市内各児童館 

市内全域２７の母親クラブは、事務局を各児童館内としています。 

 

 

１ブロック ３ブロック

中央母親クラブ ２３－７４２８ 湯浜母親クラブ ５１－５４７２

西部母親クラブ ２３－１７６５ 湯川母親クラブ ５７－４５７８

谷地頭母親クラブ ２３－４４７５ 深堀母親クラブ ５２－４４１１

東川母親クラブ ２３－１４９７ 上湯川母親クラブ ５７－２３３２

高盛母親クラブ ５１－６４４４ 旭岡母親クラブ ５０－５１０５

人見母親クラブ ５６－０３９６ 日吉が丘母親クラブ ５６－０９４６

古川母親クラブ ５８－２６０１

函館市地域活動連絡協議会 ２ブロック ４ブロック

赤川母親クラブ ４６－１７１７ 中島母親クラブ ５６－０４７５

鍛治母親クラブ ５１－１０４４ 宮前母親クラブ ４１－１６０９

山の手母親クラブ ５１－４４８０ 大川母親クラブ ４１－３６１８

桔梗母親クラブ ４７－７０９９ 五稜母親クラブ ４２－７０９５

亀田港母親クラブ ４５－０２１６ 本町母親クラブ ５４－５２１７

美原母親クラブ ４６－１８４０ 富岡母親クラブ ４２－４０１３

神山母親クラブ ５６－１１１６ 昭和母親クラブ ４５－９０３０
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活動内容 

母親クラブとは、児童館利用者の母を中心に組織されている会で、児童のための奉仕活

動や親子の交流を図っており、特に次の４つを柱として活動しています。 

 

１．親子及び世代間の交流文化活動（三世代交流を目的） 

２．児童養育に関する活動（講演会、研修会など資質の向上を目的） 

３．児童の事故防止活動（遊び場の点検、交通安全指導、防犯パトロールなど） 

４．その他の児童福祉向上に寄与する活動（定例会、運営委員会、連絡協議会等への 

     参加） 

 

また、本会は、目的達成のため、次の事業を行っています。 

 

１．母親クラブ活動の向上に関する相互研修及び情報の交換 

２．関係機関、団体との連絡提携 

３．母親クラブの連絡調整に関すること 

４．その他、本会の目的達成に必要な事業 

 

 そして、各母親クラブの活動の他に役員会、定例会、勉強会、研修部会、広報部会（年

１回広報誌「希望」発行）、ブロック研修会、子育て支援ネットワークの一員としての活動

等を含め、２７の母親クラブの会長と連携、交流を図りながら本会の活動を円滑に進めて

います。 
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函館市地域子育て支援センター（子育てサロン） 

団体の概要 

子育て中の親子が気軽に集い、遊びに来るところです。お子さんの遊びを見守りながら、

同じ子育て中のお母さん方がおしゃべりを楽しんでいます。育児で困っていることなどを

お互いに話し、育児の情報交換をしている中で、親子共に沢山の友達の輪が広がります。

また、面接・電話・訪問による育児相談を行っています。 

市内には１３ヶ所の「子育てサロン」がありますので、いつでも気軽に遊びに来てくだ

さい。子育てサロンは、皆さんの子育てを応援しています。 

 

●中央認定こども園子育てサロン (23-5617) 

●亀田港子育てサロン  (45-1380) 

●美原子育てサロン   (62-2020) 

（ホームスタートみはら） 

●石川子育てサロン   (47-6586)  

●鍛治さくら認定こども園子育てサロン (55-6647) 

●深堀子育てサロン   (51-0077) 

●赤川認定こども園子育てサロン   (47-6767) 

●大谷港子育てサロン     (83-5377) 

●花園子育てサロン    (51-7321) 

●つつじ子育てサロン  代表(85-3555) 

●南かやべ認定こども園子育てサロン 代表(25-6677) 

●大森浜子育てサロン    (22-3155) 

●函館短期大学つどいの広場(090-66９7-5078) 

   ＊認定こども園や短期大学に併設されているサロンもあります。 

 

 

活動内容 

○ 自由開放…登録など必要なく自由に遊びに来られるサロンの開放日です。各サロンに

よって、自由開放の曜日・時間帯が違ったり、同じくらいの年齢のお子さんが集える

ようにしたりしています。 

 

○ サークル活動…お母さん方が主となって活動を行なう仲間作りのサークルです。サロ

ンでは、そのサークル活動のお手伝いをしています。（育成サークル・自主サークル） 

 

○ 子育て講座…子育てに役立つことや、親子で楽しめることなど、月に１回、様々な企

画をしています。内容は各サロンによって異なります。 

 

○ 情報の提供…子育てに関する情報を集め、提供をしています。 

 

○ サロン合同イベント…市内全サロン合同で行なうイベントがあります。 

・「ちびっこあそびの広場」 ～体育館などの広い室内で様々な遊びのコーナーを設け 

ます。保健師や栄養士による子育て・栄養相談・絵本の 

読み聞かせなども行っています。 

・「ちびっこなかよし運動会」～屋外でかけっこ、親子競技、体操など元気いっぱい身体 

を動かします。お父さんやお母さんはもちろん、おじい

ちゃんやおばあちゃんも参加しています。 



  

 

２９ 

 

活動実績 

○ ちびっこなかよし運動会 

＜６月２3日（土） 四季の杜公園はらっぱにて開催＞ 

毎年恒例の運動会。 

お父さんやお母さんはもちろん、おじいちゃんやおばあ 

ちゃんと一緒の姿もあり、約５００人の参加になりました。 

「わぁ～お！」の体操やかけっこ、今年はのりもの 

に乗って、おみやげに手作りおもちゃのはたらくくるまを 

もらえる競技があり、子どもも大人も笑顔いっぱいの 

運動会になりました。 

 

○ ちびっこあそびの広場 

＜10月27日（土） サンリフレ函館１階アリーナにて開催＞ 

今年のテーマ「ちびっこハロウィン」。お面を作って仮装し 

魔女のプールやサーキットで体を動かし、各々のコーナーでハロウィンを満喫。 

赤ちゃんコーナー等もあり家族で楽しい時間を過ごしました。 

 

○ 出張サロン 

・まめっこサロン  

５～３月（８・３月はお休み）  

末広町会館・陣川あさひ町会館 

桔梗町会館・乃木町会館 

毎月第３水曜日 

 

木直町 木直会館…毎月第１水曜日  

大船町 大船会館…毎月第２水曜日 

 

  ・支援コーナー 

       毎週木曜日 13時～ 

       総合保健センター２階（4ヶ月健診時） 

 

子育て支援センターが近くにない地域にて、出張サロンを月に１回行っています。 

まめっこサロンは、町会館で開催しています。子育て支援センターに行きたいけれどなか

なか行けない…などといった親子が遊びに来てくれます。 

サロンから指導員が出向いて、いろいろな玩具で遊ぶ他、絵本や触れ合い遊び、体操など

を行って、親子でのんびりくつろぎながら、楽しい時間を過ごしています。 

また、同じ地域の子育て中のお母さん達が知り合い、お友達の輪も広がっています。 

（写真はまめっこサロンの様子） 
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函館市地域子育て支援センター 函館短期大学つどいの広場 

 

代表者 佐々木 茂 

連絡先 住所 函館市高丘町５２－１ 

             電 話 ５７－１８００（内線１１６） 

             直 通 090-6697-5078 

 

団体の概要 

函館市の委託事業として、函館短期大学保育学科開設にともない平成21年7月1日から

函館短期大学校舎内でスタートしました。利用者の都合のよい時間に来て自由に遊んでい

ただき、そこで情報交換や発達、育児相談などの子育て支援をすることを目的としていま

す。利用対象は0歳から小学校入学前のお子さんとその保護者で、利用時間は月曜日から

金曜日の午前9時30分から午後3時２０分です。子育てアドバイザー（保育士）2名以上

が常勤し、母親同士の情報交換の仲立ちや、来所・電話での子育ての相談などを受けてい

ます。 

 

主な活動場所 

函館短期大学1階 プレイルーム 

 

活動内容 

つどいの広場は、遊びに来た親子同士がのびのび、ゆったりとかかわって遊んでいただ

く施設です。 

 特に、お母さん同士の交流や子育ての情報交換、お友達作りがしやすい環境づくりや人

の輪（和）を心がけています。経験豊かな子育てアドバイザーが常勤し、お母さんたちが

気軽に子育ての不安や悩みなどを話したり、相談したりできるように、またお子さんの遊

びの様子を通してアドバイスなどもしています。 

 

★ 子育て講座と題して、短大の教員や子育ての専門家などによる講演や、親子での制

作活動など様々な取り組みを行っています。 

・ つどいカフェ 

・ けがの応急処置 

・ 親子でコンサート 

・ 親子あそび    など 

＊講座の内容によっては託児をいたします。取り上げてほしい内容がありましたらお

知らせください。 
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 ★ “Happy day ひろば”という土曜・日曜日の開放をしています。普段なかなか来

られないお父さんや、おじいちゃん、おばあちゃんにも来ていただけるように、年数

回土曜・日曜日の午前中に開放し、夏祭りやクリスマス会などを一緒に楽しんでいた

だいています。 

 ★夏休みには保育学科の学生が保育ボランティアとして一緒に遊んだり、実際に親子の

関わりを近くに感じたりすることで、子育て支援の現場を学んでいます。                

 ★毎週金曜日には絵本の読み聞かせを行っています。スタッフやよみきかせボランティ

ア「アリス」だけでなく、保育科の学生も絵本の読み聞かせやエプロンシアターなど

を披露してくれます。 

 ★函館短期大学教員には、心理学やカウンセリング、ソーシャルワーク等の専門家がお

ります。子育てで不安なことや心配なことなどがありましたら、いつでもご相談くだ

さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備の充実 

・広い駐車場の利用が可能になったことなどで、毎日多くの親子の利用でにぎわっていま

す。また、遠方からの利用者も増えています。 

・子ども用トイレやベビーベッド、授乳コーナーなどの設備も充実しています。 

・中庭の芝生が整備され、安心して外遊びができます。夏には水遊びやしゃぼん玉、冬に

は雪遊びなどが楽しめます。 

・昼食時はキャンパス内のラウンジでお弁当を食べたり、向かいの函館大学の食堂を利用

したり、ランチなどが楽しめます。 

 

 

  

函館短期大学キャンパスの近くには、四季折々にすてきな姿を見せる、香雪園(見晴公園)

があります。親子で、お友だちと“つどいの広場”の帰りにお散歩などもどうぞ！ 
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函館地区里親会（通称：かもめ会） 

代表者 鈴木 三千恵 
連絡先 ①函館児童相談所 函館市中島町３７－８ (電話) ０１３８－５４－４１５２ 

②事務局 個人宅のため連絡先を児童相談所としております。 
 
団体の概要 
私たちの会は、里親制度の発展を目指し、児童福祉の推進に寄与することを目的として、児童福祉法に基

づき里親登録を受けた北海道函館児童相談所管轄区域内に居住する里親と里親ＯＢ、そして応援くださる賛
助会員で構成されています。 
北海道には、私たちの里親会のほか８つの地区里親会があり一般社団法人北海道里親会連合会を組織し、

指定都市である札幌市の里親会と連携し、里親制度の普及発展を目的として、諸事業を実施しています。 
里親が委託児童を養育する上で色々な問題に直面することも多く、その問題解決に向け日頃から里親相互

の資質の向上を目的とした研修会の開催や会報の発行、そして連携を深めるレクリエーションなどを実施し
て、里親を支援しています。 
 
主な活動場所 
函館児童相談所管轄区域 

 
主な活動内容 
・平成２９年５月１３日（土） 平成２９年度総会、里親学習・交流会（函館児童相談所会議室） 

 鈴木会長より、８年ぶりとなる全道大会に、全道各地の里親、関係者の皆
さんに多く来ていただくためにも、お子さんの保育について万全の企画・体
制づくりが必要なことにふれ、会員の皆さんのお力をお借りしたい旨のお願
いがありました。事業報告並びに収支決算報告後、事業計画（案）、収支予
算（案）そして規約改正などが審議されいずれも承認されました。総会終了
後は、昼食を取りながら交流をし、その後、学習会として北海道八雲養護学
校小学部主事 森谷 伸 氏による「子どもの障害について」の講演が行わ
れました。 
 

 
・平成２９年６月４日（日） 地区別里親研修事業「平成２９年度場外版まなび場「CAREを学ぼう！」 

（乳児院さゆり園会議室） 
 落ち着きがなかったり、困った行動をしてしまいがちな子どものことで、
日々悪銭苦闘している大人のための心理教育的介入プログラム（CARE)を学
ぶワークショップ型研修を実施しました。講師には、CARE JAPANシニ
アトレーナーの加藤知子 氏（医師）、成田行子 氏（臨床心理士）、廣瀬三
恵子 氏（医師）をお招きし「子どもと大人の絆を深めること、子どもとの温
かな関係を築くため」をテーマに講習を行いました。 
 
 

 
・平成2９年8月１９日（土） ディキャンプ～手作り石窯で焼くピザ＆いも掘り体験 

（厚沢部町鶉 旧清和小学校ほか） 
里父さんの手作り石窯でピザを焼きたい、里母さんの石窯で矢板だピザを

食べたいとの強い要望もあり今年も、厚沢部町鵜地区の旧清和小学校で実施
しました。今年は天気にも恵まれ、子どもも大人も一生懸命いも掘り？（今
年もいも拾い）を行いました。毎年お世話になっている地域の方の指導のも
と、みんなで石窯でピザを焼きました。焼き上がったピザを食べ、そして思
う存分に旧校舎グランドで水遊び、食べて、しゃべって楽しい１日でした。
（指導の方より里父のピザ焼きもうまくなったとお褒めの言葉をいただきま
した。） 
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・平成2９年1１月中旬から 里子慰問活動 
賛助会員の皆さんからいただいた会費の一部を使わせていただき、委託児童（里子）に商品券を贈呈

しました。会長を含め役員が手分けして、委託全家庭を訪問することはできませんでしたが、訪問した
家庭では里子の養育状況を聞くこともできました。（３２名の里子を対象にクリスマス前までには商品券
を贈呈することができました。） 

 
・平成2９年１１月１１日（土） 地区別里親研修事業「かもめ会の集い」 

（函館湯の川温泉 新松） 
今年の集いは、「養育体験シエアしよう！」～聞きたいこと・話したいこ

と自分の言葉にして！～をテーマに実施しました。机を外しイスのみで一つ
の輪になって行ったこともあり、活発な意見が交わされました。 
第２部の交流会に先立ち、里親としての活動にご尽力された功績を讃え、

鈴木会長より平成２９年度函館地区里親会会長表彰を２組の里親さんにそし
て感謝状を２組の方に贈呈いたしました。 

 交流会では、日頃の養育の不安や悩みなど短い時間でしたが語りあうこ
とができました。 
 

・平成３０年１月２２日（月） 「児童相談所職員と語る夕べ」 
（函館児童相談所会議室） 

里親が、直接児童相談所職員と話し合う場として開催しており、今年は児
童相談所より、森所長をはじめ９名の職員の参加をいただきました。参加し
た会員からは、日頃悩んでいることや感じていることを発言し、解決に向け
た話し合いがなされました。年1回開催し今年で６回目となりますが、この
ような場を多くもちたいとの声もありました。 
 
 
 

 
・平成３０年２月１０日（土） 委託里親交流・自立準備支援事業「里親会学習・激励会」 

（函館市中央図書館研修室ほか） 
総合援助事業の一環として、学習会ではアンガーマネージメントファシリ

テーター越橋理恵氏をお招きし「上手に怒るためのアンガーマネージメント」
もう怒りに振り回されない人生に向けてというテーマで講演いただきました。
また、今春高校を卒業する里子より「これまでの自分とこれからの自分へ」
というテーマで発表いただきました。その後激励交流会では、スポーツ（ボ
ーリング）を通じ里子同士そして里親の交流を図ることができました。さら
に、卒業する里子には、賛助会員の皆さんからいただいた会費の一部お使わ
せていただきお祝い金を贈呈することができました。 

 
・その他の活動 
  理事会の開催 

かもめ会報第３０号の発行 
  パンフレット「里親になりませんか」とポスターの作成 
  オレンジリボン運動への参加（メッセージ台紙とオレンジリボンの作成） 
  賛助会員の募集 
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函館友の会 

 

代表者 梶原 恵 

連絡先 住所 函館市湯川町２丁目８－２７ 

         電話・ＦＡＸ 59－3875 

 

団体の概要 

友の会は１９３０年、ジャーナリストで教育者の羽仁もと子を中心に、雑誌「婦

人之友」の愛読者によって生まれた全国組織の女性団体で、海外を含めて約 

１８，０００人の会員がいます。  函館友の会は昭和３年に発足し、現在会員数

約１８０人で活動しています。 健全な家庭を育み、地域に働きかけ、よりよい

社会を創るよう希望をもって「子どものこと・衣・食・住・家計」に関する生活

技術、環境問題など学びあっています。子育てについては会員だけでなく、どなた

でも参加できるよう公開の活動もしています。 

 

主な活動場所 

函館友の家 

 

活動内容 

子どもに関する活動としては 

◎子育てママの集い（乳幼児を持つ母の集まり） 

  0才～6才までの乳幼児を持つ母のあつまりです。 

・年１１回（月曜日）集まり、子育ての悩みや工夫を聞き合い、生活リズム・食事作りの

ことなどを勉強しています。（お子さんは託児があります） 

 

◎ことり組（満２才～満３才児対象の親子の集まり） 

・年１０回（月曜日）の親子同室の集まりです。 

 ・自我が芽生え自分でやりたい気持ちがいっぱいあり、まわりにも関心を持ち始めるこの

時期を大切にして、お友達の中で親子で共に育ち合う１年間の集まりです。 

 

◎おひさま（満４才～満６才の子どもの集まり） 

・年１２回（土曜日） 

・子ども自身が、自分のことは自分でするなど、よい生活が身につくことを願い励み合い

ます。 

 

 

 

 

 



  

 

35 

 

◎小学生グループ 

 ・小学生の子どもの集まり 

   年５回土曜日に集まりをしています。お小遣いのこと、お料理作りなど、自分の手を

使ってすることを続け、皆と協力して集まりをしています。 

 ・母の集まり  

  子どもとの生活を通し、母の集まりの中で、話し合い、学び合っています。 

◎その他の活動 
・家事家計講習会 

おとなも子どもも一緒になってよい生活を創るために、家計簿をつけて生活すること

の大切さを考える時を持ちたいと考え、毎年「家事家計講習会」を開いています。 
 
・支援活動 

函館市内の福祉施設（ワークセンター一条、共働宿泊所）、共働学舎、震災・災害支
援のために捧げています。 
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函館保育協会 

 

代表者 会長 亀井 隆（あすなろ認定こども園 園長） 

連絡先 函館市桔梗認定こども園（事務局） 

         住所 函館市桔梗３丁目１－２９ 

         電話 ４７－１３３７ 

 

団体の概要 

創立：昭和２４年１２月 

会員：函館市内認可全保育所長 ４４施設 

目的：施設相互の連携を密にし、施設の適正な運営と児童福祉増進を図るため各種の問題

を研究協議して施設自体の健全な発展を期するものです。 

 

活動内容 

子どもの健全な育ちを支え、適切な認定こども園運営がなされるよう、国の法律や通知

によって認定こども園設置や運営に必要な基準（職員、食事、栄養、施設整備、保健衛生

など）が定められています。これらの条件を満たし、都道府県知事の認可を受けた施設が

「認可認定こども園（保育所）」です。また、子どもの保育のみならず、親や家庭に対し必

要に応じて助言や支援を行ったり、認定こども園を利用していない子育て家庭に対しても

子育て相談を受けるなど、地域の子育て支援を行っています。 

 

●西部エリア 

１.駒止認定こども園 ２.谷地頭認定こども園 ３.函館保育所 ４.認定こども園函館高砂保育園  

●中央エリア 

 ５. 認定こども園函館市松陰保育園 ６.中央認定こども園 ７.千才認定こども園  

８.亀田認定こども園 ９.高盛認定こども園 10.ゆりかご認定こども園  

11.眞宗寺保育園 12.認定こども園杉の子保育園 13.人見保育所 14.いづみ保育園 

15.函館三育保育園 16.認定こども園うみの星保育園 17.青い鳥保育園    

●東央部エリア 

 18.函館市花園保育園 19.函館深堀保育園 20. 函館市湯浜保育園 

 21.認定根崎こども園 22.函館福ちゃん保育園 23.函館上湯川保育園 

 24.おおぞら保育園 25.旭岡保育園 26.つくし認定こども園 27.駒場認定こども園 

●北東部エリア 

 28.鍛治さくら認定こども園 29.認定こども園函館美原保育園  

30.赤川認定こども園 31.函館石川保育園 32.駅前五稜郭保育園  

33.なかよし保育園 34.神山保育園 35.つぐみ保育園 36.風の子保育園 37.あすなろ保育園  

38.コバト保育園 39.つくしの子保育園 

●北部エリア 

4０.函館大谷短期大学附属港保育園 4１.函館亀田港保育園 4２.認定こども園函館桔梗保育園 



  

 

37 

 

●東部エリア 

4３.函館市つつじ保育園 4４.南かやべ認定こども園   

 

活動実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

デイリープログラム 

☆養護と教育 ☆ 

認可認定こども園では、国が定めたガイドライン（保育所保育指針）に基づいた保育を

行っています。教育面では幼稚園と同じ内容が定められ、保育士資格（国家資格）を持つ

保育士により、養護と教育が一体となった保育を行っています。 

☆食 育 ☆ 

質の高い食事を通して子どもたちの感受性や五感の向上に努めています。 

 認可保育所では、子どもの年齢や発育状態、家庭での食事の状況に合わせて食事を提供

していますが、これには行政による細やかな指導もあり、脂質、エネルギー、たんぱく質、

鉄分、カルシウムなどの確保をはじめ、質の高い食材の購入に努めます。 

子どもの育ちにとって“食育”は大切なものです。 

 １日の多くの時間を認定こども園で過ごす子どもたちにとって、認定こども園での毎日

の食事が大切である事は、誰もが認めていることでしょう。家庭と保育士・調理担当者な

どとの連携のもと、一人ひとりの子どもの状況を的確に把握し、それぞれの子どもの状況

に応じた食事のきめ細やかな提供、家庭に代わる楽しい食事の環境づくりを、私たちは保

育の一環と捉え、とても大事にしています 

☆特別保育 ☆ 

認可認定こども園は、様々な働き方に応じ、柔軟な就労支援を行っています。 

「延長保育」に多くの認定こども園が取り組んでいます。 

 認可認定こども園の行う就労支援の取り組みのひとつとして、保護者の皆様の勤務時間

に応じて子どもを長時間お預かりする“延長保育”を実施しています。 

「一時保育」「休日保育」「障がい児保育」 

仕事の関係で週２～３回程度、また短期間預けたい保護者のために、一時的に子どもを

お預かりしたり、日曜・祝日にお仕事をするご家庭に利用していただける保育や障がい児

保育なども行っています。 
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一般財団法人函館ＹＷＣＡ 

代表者 代表理事 廣部 節子 

連絡先 函館市松陰町１－１２ 

 

団体の概要 

1949年創立。みどり町通りに建つ歴史あるピンクの洋館には、多くの人が集い平和・

環境・人権をテーマにした公益活動を中心に、子どもからおとなまで幅広い世代を対象に

した生涯教育活動、文化・教養・趣味を楽しむグループ活動、フェアトレードやエコな商

品を扱う憩いの場としてのプチカフェなど、地域に根ざしたボランティア活動をしていま

す。 

 

活動場所 

函館ＹＷＣＡ ホールほか 

 

活動内容 

地域みらいプロジェクト 

 異世代（こどもからシニアまで）・多文化の地域市民が集い、交流する場の提供を目指し、

２０１６年度より取り組んでいるプロジェクトです。 

夏には「サマーフェスティバル」として地域交流の催しを実施し、また、通年で環境に

配慮した生活の提案として、衣料のリサイクルをよびかけ「スリフトセール」を実施して

います。会員ボランティアを主とした活動に加え、地域の一般ボランティア募集も随時よ

びかけ、その育成も担っています。 

 

 

『20１７年度プログラム』 

    7月 「サマーフェスティバル」 

  通年 「スリフトセール」毎週土曜日 
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函館ＹＷＣＡ・ＣＡＰグループ 

ＣＡＰ
キ ャ ッ プ

とは、Child  Assault  Prevention（子どもへの暴力防止プログラム）の頭文字

をとったものです。子ども達がいじめ、誘拐、性暴力といったさまざまな暴力から自分を守

るために何ができるかを子ども達と一緒に考え、具体的な方法を伝えるのがＣＡＰプログラ

ムです。 

子ども達に「自分」というかけがえのない存在の大切さを伝え、本来もっている生きる力

を引き出すことによって暴力に立ち向かえるよう働きかけ、同時に子ども達が孤立しないよ

う助け合えることも学べる人権教育です。 

このプログラムは1978年に、米国オハイオ州コロンバスのレイプ救援センター（Women 

Against Rape)で創られました。日本では1985年に米国のＣＡＰトレーナーであった、森

田ゆりさんによって紹介され、現在、４７都道府県で１５０以上のグループが活動していま

す。 

 

ＣＡＰプログラムは次の３点を柱としています。 

  １．子どもの人権：「安心・自信・自由」を誰もがもっている特別に大切な権利とし                 

           て伝えます。 

  ２．エンパワメント：子どものもつ力を信じて働きかけます。 

  ３．コミュニティ：家庭－学校－地域をつなぐことを目指します。 

  

このような考えに基づいて創られたプログラムは、専門的な講習を受けたＣＡＰスペシャ

リストによってワークショップという参加型の講習で提供されます。「子どもワークショッ

プ」（就学前、小学生、中高校生向けの３つのバージョン）「大人ワークショップ」「教職員ワ

ークショップ」という種類があります。 

小学生向けの「子どもワークショップ」は小学校のクラス単位で９０分の時間をつかって

行われます。“安心・自信・自由”という権利（人権）について考え、それを奪ういじめや誘

拐といった暴力にあった時、何ができるかをロールプレイや話し合いを通じて具体的に考え

ていきます。「Ｎｏ，Ｇｏ，Ｔｅｌｌ」（「いや」といっていい、逃げてもいい、誰かに話そう）

という方法が提示されます。 

大人向けのワークショップは子どもへの暴力という問題について検討し、暴力防止のため

に大人として何ができるかを共に考えるものです。ＰＴＡ・町会・育児サークル等、どの様

な集まりにでも伺います。 

  

函館ＹＷＣＡ・ＣＡＰグループは1996年に発足

し、主に地域の小学校などから依頼を受けて、プロ

グラムを実施しています。これまでに函館市内及び

近郊の30の小学校や幼稚園等でワークショップを

実施し、約6,700人の子どもと約4,500人のおとな

にＣＡＰを届けてきました。
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