特定非営利活動法人 こどもステーション

2018 年度

〒７２０－２１０４

活動報告書

広島県福山市神辺町道上 2862-1

広島ガス東中国(株)ショールーム「ハートラボ」内

TEL＆FAX／０８４－９６５－６６２ E-MAIL／info@kodomostation.or.jp

HP http://kodomostation.or.jp

●子育てひろば「もこルーム」
開設日数 235 日 利用者数 2,446 人（1,114 世帯）
うち、イベント日数
68 日
イベント利用者 756 人（350 世帯）
開催したイベント内容（人数は親子の合計参加数）
トミカ＆プラレールの日
7 日 132 人
●しんぐるまざぁずカフェ
１～3 歳の体操教室
12 日 118 人
ベビーオイルマッサージ 12 日 88 人
開催日数 １１日 利用者数２７９人（１１２世帯）
ハッピーバースデー
12 日 150 人
【毎月第２土曜日１４：００～１６：００】
音のひろば
9 日 151 人
ママたちがおしゃべりしている間、子どもたちは別室で
せーの！健康教育
3 日 23 人
過ごしています。今年は、英数学館高校２年生の５人が
0 歳のための３Ｂ体操
4 日 20 人
ボランティアで来てくれました。（託児従事者 52 人）
ベビーフォト
1 日 27 人
助成：独立行政法人福祉医療機構社会福祉振興助成事業
もこズクッキング
4日
4人
ちゃぷちゃぷプール
3 日 33 人
●バーベキューの会 １１月１０日（土）
※新規利用世帯数 117 世帯
参加者２７人（７世帯）、従事者７人
スタッフ配置の助成：独立行政法人福祉医療機構
会場：神石高原きのこの森キャンプ場
社会福祉振興助成事業
助成：アサヒ飲料（株）・広島県共同募金会

●しんぐるまざぁずフェスタ in 福山
２０１９年２月９日（土）１０：３０～１５：３０
参加者 ６１人（２９世帯）、従事者・講師３０人
会場：福山市かんなべ市民交流センター３階
助成：独立行政法人福祉医療機構社会福祉振興助成事業
後援：福山市、エフエムふくやま、国際ソロプチミスト福山、
シングルマザーサポート団体全国協議会
協力：ノエビア東山陽販社、しんぐるまざぁず・ふぉーらむ

●不登校の親の会 in 神辺
開設日数 １２日 利用者数５２人（５１世帯）
【毎月金曜 １９：３０～２１：３０】
毎月、おいしいおやつとお茶を囲んで、笑って
泣いて、楽しくおしゃべりしています。
助成：独立行政法人福祉医療機
構社会福祉振興助成事業
今年は、ＮＰＯ法人フリースペースたまりば之
理事長、西野博之さんをお招きして、特別親の
会を開きました。
●西野博之さんを囲んで親の会
１１月２２日（木） 参加者１０人、従事者５人

しんママのための リラクゼーション（リフレクソ ロジー・
からだほぐし・ハンドケア・メイクアップ講座・ベビー＆キ
ッズフォト）と相談（お金の相談・筆跡診断・占い・離婚
や別居などに関する相談）、子どものための遊びのスペ
ース（託児コーナー・キッズコーナー・科学実験・ボード
ゲーム）、フードドライブ（食材や日用品・子ども服）、し
んママ＆子ども食堂

●子ども食堂・もこちゃん
開催日数 １１日 利用者数 308 人（120 世帯）
【毎月第２土曜日１５：３０～１８：００】
ひとり親家庭のための子ども食堂。子どもたちが料
理やデザート調理を体験する時間をつくり、大人にも
食べてもらいました。絵本の読み語りの時間や誕生
月をお祝いする時間を設けています。
助成：独立行政法人福祉医療機構社会福祉振興助成事業

●夏休みこども企画
企画日数 ２２日 利用者数 155 人、
従事者数 ２２人
後援：福山市教育委員会

●しんママ＆子ども食堂 ２月９日（土）
参加者 56 人（24 世帯）、従事者６人
会場：福山市かんなべ市民交流センター 創作室
【しんぐるまざぁずフェスタ in 福山の子ども食堂】

開催したイベント内容
（人数は子どもの合計参加数）
子ども宿題食堂
２日 ２８人
●学習支援「もこスタ」
※助成：アサヒ飲料（株）・広島県共同募金会
開設日数 １８日 中学生３人、小学生３人
子どもレストラン
１日 店員８人
学習支援ボランティア：常時４人
利用客４２人
会場：府中市生涯学習センターＴＡＭ
※助成：アサヒ飲料（株）・広島県共同募金会
広島県委託（府中市会場）
素敵なパン教室
２日 ２３人
平成３０年度ひとり親家庭学習支援事業
フェイクスイーツ
同
子どもの居場所づくり事業
粘土あそび
２日 ３０人
中学生は集中して学習していました
キャンドル
２日 ２９人
小学生は宿題を終えて、料理をしたり、裁
せーの！健康教育
１日 ５人
縫をしたり、かくれんぼや鬼ごっこをしました。
リトミック（幼児向け）１日 ８人
みなで作って食べるおやつは楽しかった。
※アローズ体操教室主催「くるくる鉄棒・マット教室」
３日 １３人（見学した大人６人）

●もこもこフリースクール
「くう･まなぶ･あそぶ」
開設日数 ９日 利用者数１６人 従事者数 18 人
【毎月第 3 火曜日 10:30～１５：３０】
助成：独立行政法人福祉医療機構社会福祉振興助成事業
後援：福山市教育委員会
協力：かんがる～塾
「不登校の子どもたちの居場所」
夏休みには学校に行っている子も交じって勉強をする機会も
ありました。
毎回、科学実験をやボードゲームで楽しく過ごしました。

●保育サポート・もこたん
子育てひろば「もこルーム」を保育サポート専用ルーム
として準備し、保育サポーターを配置しました。
託児の理由を問いません。（託児料 1000 円/2 時間）
実施回数 12 回
従事者数 8 人

利用数 7 世帯 子ども 7 人

●イベント託児

●子ども・子育てトータルサポート

外部機関との委託契約ﾕｳﾋﾞﾝにより、
指定された託児室で、イベント開催時の
託児をしました。
外部機関数 ５機関 回数１３回
３６世帯 子ども４９人 従事者３４人
こどもステーション主催のイベント開催
時の託児をしました。
イベント名
託児回数 子ども人数
素敵なパン教室
１回 ３人

助成：独立行政法人福祉医療機構社会福祉振興助成事業
次のような場合の（無料/2 時間）託児を行いました。
※第２子・第３子出産の際、上の子を看てほしい・・・
※出産後の子育てが心配で心細い・・・
※相談や就活をしている間・・・
※子どもが学校に行っていないので毎日がちょっとしんどい
※豪雨災害に伴う、家の片づけ作業の間
※ひとり親家庭のママ・パパ（理由を問わず）
※エンパワメント講座などに参加して、心の回復を目指したい
※自身が通院治療している間
※アドボケーター養成講座一般公開講座参加する際
総利用者数 ４７人

子ども５３人

●ゆうごはんの会
ひとり親家庭を対象に、親子で一緒に食事を
作って食べ、お風呂に入る機会を提供しました。
助成：独立行政法人福祉医療機構
社会福祉振興助成事業
食材助成：アサヒ飲料株式会社 ×
広島県共同募金会
実施回数 ５回 世帯数 2 従事者６人

従事者数５１人

●相談・同行支援

●面会交流援助

●相談室「もこちゃんの部屋」開設

離別家庭の子どもと別居親との面会交流を援助し
ました。援助はすべて、子育てひろば「もこルーム」
内で実施しています。
調整回数 133 回 うち、キャンセル 26 回
援助実施ケース数 17 ケース

広島ガス東中国（株）様にご協力いただき、
ハートラボ内に相談室を開設しました。

●付添型支援

助成：独立行政法人福祉医療機構
社会福祉振興助成事業

●相談受付
オールスタッフ態勢で相談を受けつけ、必要・要
望に応じて、専門機関での相談につなぎました。
また、（ＮＰＯ）ホットるーむふくやま様と連携し、同
行や子ども支援にあたりました。
相談ケース 総数 369 件
うち、他機関連携・・４８件、同行支援・・63 件

●フードドライブ活動
●食材提供のお願い
福山市内の寺院 ２４１社に食材・物資提供の
お願いを文書で発送しました。
助成：独立行政法人福祉医療機構
社会福祉振興助成事業
おてらおやつクラブの寄付
２０件
その他の寄付(お寺さん含む) １７１件
●もこちゃん基金への寄付 119,500 円

●フードドライブ…145 件
もこルームの「リサイクルコーナー」に、提供物資
を常置して、ひとり親家庭の方に提供しました。
食材提供を通じて、相談にも繋がっています。

72 回
お子様の預かり～別居親への引渡し～もこルーム
内での見守り～お子様のお預かり～次回日程調整
～同居親への引渡し
子ども 79 人 従事者 161 人

●受渡型支援
お子様の預かり～別居親への引渡し～お子様の
預かり～日程調整～同居親への引渡し
子ども 21 人 従事者 21 人

●初回申込時面談
面会交流援助を開始する前に、同居親・別居親
双方からお話をお聞きします。
実施回数 14 回 子ども 9 人 従事者 26 人

●面会交流などに関する一般相談
電話や来訪にて、面会交流に関する一般的な相
談を承っています。
25 件

●面会交流に関する設備の充実
会場入り口の受付前と面会交流支援室に、防犯
カメラを設置しました。
購入費助成：独立行政法人福祉医療機構
社会福祉振興助成事業
もこちゃんパックを受け取った方のありがとうの声

しんぐるまざぁずカフェ・子ども食堂時の提供
・・・94 件
もこルーム利用・他での提供・・・2３件
ご自宅へお届け・・・・・・・・・・・・・ 4 件
●もこちゃんパック・・・・・・・・・・・24 件
※送料助成：独立行政法人福祉医療機構
社会福祉振興助成事業

子どもたちが保育園から帰ってきて段ボールを開け、喜び勇ん
でいただきました。色々買えないので本当にうれしかったです。
頑張っている私たちを応援してくださって
いると思うとうれしくて心があたたまりま
す。パイナップル丸ごと 1 個なんて買った
こともなくて、ありがたいです。

幸せな気持ち
でいっぱいに
なりました♡

●アドボケーター(支援員)養成講座＜入門編＞
助成：独立行政法人福祉医療機構社会福祉振興助成事業
解決に向ける力を一時的に失っている子どもと女性に対して援助にあたる
支援員を養成するための養成講座を開催しました。
また、全講座を一般公開講座とし、関心のある単元にどなたも参加していた
だけるようにしました。
共催：ＮＰＯ法人ホットるーむふくやま
後援：福山市
日時：2018 年 9 月 6 日～11 月 22 日（全 9 コマ）
※第 10 コマは、受講生のみ
会場：福山市かんなべ市民交流センター ３階
受講生 ２２名
一般公開講座参加者数 ３７人
参加スタッフ数延べ６６人

●「相談援助に関わる人のためのブックレット」作成
講座をまとめ、資料や講師からのメッセージ、アンケートの一部
を添えて、「相談援助に関わる人のためのブックレット」を作成し
ました。
協力：ＮＰＯ法人ホットるーむふくやま
発行部数：１００部

●女性の心のレジリエンス講座
ＤＶやいじめ、セクハラ、モラハラ、子どもの頃の虐待など、
人間関係で受けた心の傷をケアするための講座を開催しまし
た。講座資料には、ＮＰＯ法人レジリエンス「こころの care 講
座」を使用しました。全１２テーマのうち、１０テーマを取り入れ
ました。小さな子どもさんのいるママにも参加していただきた
く、託児付き講座としました。

●性の健康教育
“せーの！”
●もこルームでの講座
６月２５日 乳幼児の保護者向け
参加者 ４人 子ども６人
８月３０日 小学生低学年向け
参加者 ６人 保護者３人
３月２８日 ４歳～小学校入学前向け
参加者 ９人 保護者４人

助成：独立行政法人福祉医療機構社会福祉振興助成事業
開催日数：１０日

参加者総数 ３４人 託児子ども数 ４人

●講師派遣
４月２４日 乳幼児の保護者向け
ぬまくま子育て支援センター

●子ども・子育て情報紙「はらっぱ」
近隣の子育て支援情報を集め、毎月約１００か所の施設に協力をいただき、配布・設置していただきました。
毎月２５００部 最終金曜日発行
【保育所･幼稚園・認定こども園・子育て支援施設】※
は全戸配布いただいている施設
福山市神辺町公立の各保育所、福山市子育て応援センター「キッズコム」、いろは保育所、千田保育所、竹尋誠和保育園、
ひらの保育園、わかば保育園、かやのみ幼稚園、神辺千鶴幼稚園、白ゆり幼稚園、道上幼稚園、湯田幼稚園、かやのみこど
も園、こども園せんにしの丘、こども園ハイロスハイマ、みちのうえこども園、こどもえんみどり、ベビーケアハウス honoka、ベ
ビーマッサージ教室 peace、jamur
【公共施設】
福山市保育課(福山市役所内)、福山市保健福祉課神辺支所・北部支所、竹尋公民館、福山市男女共同参画センター「イコ
ールふくやま」、福山市社会福祉協議会神辺支所、すこやかセンター、福山市市民参画センター・まちサポ
【医療機関】
井口産婦人科･小児科、上田内科、岡本耳鼻咽喉科医院、おひさまこどもクリニック、きぐち歯科クリニック、きたこが歯科医
院、小池病院、白河産婦人科、とりえだ歯科医院、なかむら歯科クリニック､にしだ助産所､藤田医院､まが医院､よつば鍼灸
整骨院
【お店関連】
芦田美容室、エブリィ御幸店、ザ･ビッグ神辺店、ハ-ト神辺店・新徳田店・加茂店、ハロ-ズ神辺店・山手店、フジグラン神辺
店、ミスタ-MAX、ユア-ズアクト、おきな堂、カフェドゥララ、神辺スポ-ツセンタ-、神辺バンビ、児島書店、手創りケ-キ工房エ
ンジェル、バル-ンショップ pokomoko、パンの店トリゴ、広島銀行福山北支店、ベ-カリ-パクパク、pokapoka bakery、ぽっ
ぽ堂、萬生堂書店、みどりまちコミュニティセンタ-、もみじ銀行神辺支店、安原商会、リリパット、ロ-ソン神辺湯野店、ロ-ドファ
ミリ-伊田、Fiore 水蓮、Fiore IRIS
【企業・各種団体】
神辺町商工会、コミュニティ・スペースふろんてぃあ、そらまめ子ども食堂、認定ＮＰＯ法人ハーモニーネット未来、特定非営利
活動法人おやこ劇場ＫＡＺＥサークル、竹尋郵便局、中条郵便局、パンパカパン、（株）中国宣伝企画、（株）ライフステージ ナ
チュラルハウス、広島ガス東中国（株）、SEB 体育企画(株)

●ホームページ・もこナビ
「はらっぱ」に掲載しきれなかった子育て支援情報もすべて網羅しています。

●提言発信
６月１日 広島県社会教育委員研修会
「社会的包摂の実現に向けた社会教育の役割」
９月２９日 主催：まえむきＩＰＰＯ 「シングルマザーを
めぐる諸問題 ～面会交流の理想と現実～」
１１月２３日 主催：公益財団法人あすのば 「子ども
の貧困対策全国キャラバン in 広島」ディスカッション
１月２４日 みらい福祉勉強会「面会交流の取り組み」
●日本子ども虐待防止学会 学術集会岡山大会
パネル展示「ＤＶ家庭で育った子どもたちの成長支
援に配慮した『面会交流援助』の模索と実践報告」

●新聞掲載
山陽新聞 ２月６日

中国新聞 ２月７日

「子育てが幸せ」と思える社会を
助成・寄付

子どもが「幸せ」と感じられる社会を
協賛

●独立行政法人福祉医療機構
●アサヒ飲料株式会社
× 社会福祉法人広島県共同募金会
●ワイズメンズクラブ国際協会 西日本区
●国際ソロプチミスト福山
●茶道裏千家福山青年部
●日東ベンディング中国
●個人の寄付者のみなさま

●ホームページ広告バナー協賛（継続中）
株式会社ライフステージ／ナチュラルハウス

●はらっぱサポーター
株式会社ライフステージ／ナチュラルハウス
うさとの服展
TOTAL STUDIO PICASSO

●もこちゃん基金
●西日本豪雨災害見舞金募金
認定こども園ハイロスハイマ

委託事業
●広島県（ひとり親家庭の子どものための学習支援事業）【府中市会場分】
●広島県（ひとり親家庭の子どものための居場所づくり支援事業）【府中市会場分】
●広島ガス東中国株式会社

連携・協力・交流団体
●広島ガス東中国株式会社
●おてらおやつクラブ
●イオン幸せの黄色いレシートキャンペーン
●認定 NPO 法人ハーモニーネット未来
●福山市ボランティア連絡協議会
●NPO 法人フードバンク福山
●NPO 法人子育てひろば全国連絡協議会
●シングルマザーサポート団体全国協議会

●「はらっぱ」情報提供団体

●ＮＰＯ法人ホットるーむふくやま
●ＮＰＯ法人あいあい広場
●ＮＰＯ法人ヴァパウス
●デートＤＶ防止ひろしま
●性暴力被害者支援ネット・はるねっと
●びーらぶ♡ひろしま
●かんがる～塾
●ＤＯ笑店
●ぱーぷるりんく

ご支援のお願い
いつもご支援・ご協力をいただき、ありがとうございます。こどもステーションの活動は、様々な団体・個人・企業からの協
力やご寄付、参加協力費によって支えられています。今後も、必要な支援を拡げ、活動を継続していくために、皆さまから
のご協力が必要です。どうぞこどもステーションへのご支援をお願いいたします。

こどもステーションの活動
もこルームを使って、平日の昼間は子育てひろば、夜間は幼
児・小学生～のサークル活動、不登校の親の会など、土日
祝日は、ひとり親家庭の支援を行っています。

もこちゃん基金へのご支援をお願いします
「もこちゃん基金」を利用して、子ども食堂の食材購入費用、
ひとり親家庭への「もこちゃんパック」発送費用などに充てて
います。活動継続のためにご支援をお願いします。

支援会費・ご寄付もお待ちしています

●郵便振替

01310-5-53414
※「もこちゃん基金」へのご寄付は、振替用
紙に「もこちゃん基金」とご記入ください。

●銀行振替
広島銀行 神辺支店
普通預金 3026658
※加入者名 トクヒ)コドモステーション
※領収書の必要な方はその旨ご記入下さ
い。

