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特定非営利活動法人
母力向上委員会

代表 塩川祐子

ー１ー

2020年度は思いもよらない社会状況となり社会の価値観か
ら生活様式まで大きな変化がありましたね。これまで出会っ
てくださった皆様のご様子も気になりながら、必要な事は何
か、出来ることは何か、と考え挑戦し続けた一年でした。

このような状況下であっても、約7500名の方へ様々な形で私
たちのエッセンスをお届けすることができました。

実践し続けたことによる学びは大きく、一つ一つが自信と
なっていきました。

この一年も私達に御理解・御協力、更には機会を賜りました
こと心よりお礼申し上げます。有難うございました。

≪コロナ禍でのチャレンジ≫

緊張感と不安とともに始まった新年度。昨年度末3月時点で母力向上委員会にはコロナ
の影響による地域の母親達からの相談が寄せられていました。感染拡大防止のための生活
状況での妊娠・出産・育児は必要な情報や知恵を得る場もなければ不安を口に出す場もな
く、大きなストレスとなっていました。ここで役立ったのが発足以来在宅ワーク・オンラ
イン会議などを重ねてきた私たちの場に頼らない運営態勢でした。新たなツールZOOMを
始めとした媒体の活用とともに、オンラインによる会議を重ね、相談事業・講座開催など
を行うことが出来ました。おかげさまで行き先を失った母親達にも必要な情報や出会いの
場を創出することが出来ました。

≪プロポーザル・助成金へのチャレンジ≫

このような状況ではありましたが、母親達へのアプローチを停める選択肢はないと考え
チャレンジしたのが富士宮市シェアサポート事業のプロポーザルと、独立行政法人福祉医
療機構（WAM）の助成事業でした。企画段階よりロジックモデルを作成し事業に取り組
むことによる社会的インパクトなどを設定しながら取り組んできました。WAM助成事業
からはオンラインコミュニティFcomoが誕生。ここでもこれまで培ってきた地域の支援
者さん達とのネットワークやノウハウを活かすことが出来、今後の団体の根幹となり得る
事業構築に着手することが出来ました。シェアサポート事業においては、これまで描いて
きた理想の切れ目ない支援の形を実現させることが出来、妊娠中から産後、更には自己実
現までのプロセスを支えることが出来る包括的な支援事業に取り組むことが出来ました。
今後も更にブラッシュアップさせ続けることでより地域の子育て層及びこども達を笑顔に
していく所存です。

≪働く場づくり≫

これまでも子どもと一緒でも活躍できる活動に取り組んできましたが、新たな事業への
取り組みとともに新メンバーを迎える選択をしました。多様な働き方を実現させながらみ
んなでプロジェクトに取り組み成果をあげるために様々な工夫をしました。2021年度も
更なる新メンバーを迎え事業に取り組んでいきます。ともに働く者から「生まれてきてよ
かった」と思ってもらうことが出来る職場を目指し、今後も更なる成長をしていきたいと
思います。

≪次年度に向けて≫

この一年は制限がある中で、今後の未来に向けて様々なチャレンジを続けることが出来
ました。それらはまぎれもなくこれまでの積み重ねによって生みだされたものでした。地
域では更なる少子化や出産場所の問題などがありますが、次年度は今年度撒いた種を着実
に育て地域に提供できるよう、本質を捉えながら更に団体内外においてのチームとしての
力を高め貢献していきたいと思います。

ごあいさつ



すべての人が生まれてきてよかったと思える社会へ
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切れ目ない包括的な支援を目的に、私たちの活動拠点である富士宮市野中にあるログハウ

ス「さぁどぷれいすSAN」で複合的にイベントを同時開催する事業『Mama Square』。

お母さんたちのやりたいをかなえる場所として、Mamam Squareを「PLAYDAY」

「WOMANDAY」「TRYDAY」の3事業に分けて開催しました。

ー３ー

１）母子保健・家庭教育支援に関する事業

妊娠×出産×子育てシェアサポート事業

木のおもちゃで遊べる親子の遊び
場、理由を問わない預かり託児、
些細な悩みも相談できる妊娠育児
相談、気になることをおしゃべり
できるUmidasCafe～子連れお話
会～、産前産後の体をケアできる
ケアサロン、一息つけるCaféを同
時開催し、赤ちゃんとお母さんた
ちがゆったりと過ごしていきまし
た。

WOMANDAYは、仕事や勉強、趣味の手仕事など
を子連れで安心してできるママの居場所、自分の
軸探しから就職準備などの個別相談、スキルアッ
プのためスキルアップ講座、一息つけるCafeを同
時開催し、お母さんが一人の女性として、自分の
人生や生き方を考えたり好きなことに没頭する空
間を提供しました。

TRYDAYはお母さんのチャレンジの日。
いつかはやってみたいと思っていた講
座、誰かに伝えたいと思っていた講座
を、スタッフが伴走しサポートをして
開催しました。4名のお母さんがチャレ
ンジをし、防災の講座やチャイルド
シートのつけ方講座を開催しました。

PLAYDAY

WOMANDAY

TRYDAY

2020年度活動のご報告

富士宮市委託



富士宮市在住の妊婦さんと0歳児のお母さんを対象とした産前産後サポート事業べいびっち。
毎月1回テーマに沿って楽しく情報交換をしています。
「どれがいいの？みんなのオススメ育児グッズ」「どこに行く？赤ちゃんとのお出かけ」
「真夏育児」「真冬育児」など日常生活で気になることなどをテーマにお話ししました。参
加者同士の会話を促進するための技法を用いたことで仲間が出来、当団体の事業に仲間同士
で参加するなどの繋がりをうみだすことが出来ました。

ー４ー

産前産後事業 mama talk  べいびっち

コロナにより
時間短縮、少人数制、
二部制で取り組みました。

新型コロナ対策緊急事業実証実験業務

オンライン個別相談
オンライン妊婦さんなんでも相談会
妊婦さん＆ママ オンラインお話会「出産準備」
オンラインマタニティクラス
「お産のコツ出産シミュレーション」
「沐浴と産後シミュレーション」
オンラインたすき帖ことはじめ講座

コロナ禍における富士宮市の妊婦～産後女性のケアとして、オンラインツールを用いた
実証実験業務に取り組みました。ZOOMを用いての個別相談・座談会・講座など様々なパ
ターンで実施。マタニティクラスにおいてはパートナーとの参加も観られ、出産報告も届
きました。参加者の95%がトラブルなく参加でき、95%が継続的なオンラインでの講座や
相談の実施を希望していました。市外・県外からも参加される方がいたこと等から社会的
にもニーズの高い企画であったと考えられます。ここでの運営スキルが以降のハイブリッ
ド型の講座開催などにも大変役にたちました。

１）母子保健・家庭教育支援に関する事業

オンラインInstagram LIVE
「味噌玉の作り方を教えてもらおう」
「兄弟ゲンカどうしてる？」
「家事代行サービスMOTHER LOVEの

フライパンで作るローストビーフ」
「家事代行サービスMOTHER LOVEのサバのふりかけ」

ゲストを迎え、インスタグラム配信を行いました。コロナ
ウイルスの影響で自粛期間中だった時期で、家に閉じこもっ
て孤独育児になりがちなママたちに、生活を楽しむ機会を提
供することができました。



ー5ー

「アラフォー女子のための更年期準備お話会」

山形県より井東敬子さんをゲストに迎え、13人の参加者のみ
なさんと一緒に更年期の準備と心構えのお話をお聞きしまし
た。井東さんの体験談から10年前15年前の自分に今伝えたい
ことをテーマに話してくださって、参加者のみなさん集中し
て聞いていました。
自分の体の声に耳を傾け、筋肉をつけ、健康に過ごす。これ
が何よりの予防になりそうです。不調を隠すこともなく、年
齢にあらがうこともなく、自然に受け入れオープンにしてい
ける空気を作っていきたいなと感じました。

流産・死産・乳児死などを経験した方の心のケア団体「アンズスマイル」さんとのコラボ
開催。ZOOMにて代表の押尾亜哉さんの講演とお話会の二部構成で実施。地域と時間を超
えての参加がありました。

乳がんサバイバーの増田郁里さんをゲストにお迎えし、ZOOMにて開催。闘病の経験され
た方や気になっている方などそれぞれの立場からの対話の時間となりました。

セイリの味方講座
～始まる前に知っておきたい５つのこと～

昨年度好評だった親子講座を春休みに実施。
今回も午前の部が直ぐに定員に達したため午後の部も開催
となりました。4年生から中学一年生の参加があり、ニーズ
の高さを感じました。いのちのデザインから生理について
学び、実験質のようなアプローチに対し子ども達が主体的
に学ぶ姿がみられ、満足度も高かったです。

講座・ワークショップ

１）母子保健・家庭教育支援に関する事業

「天使を想ういのちとこころのお話会」

「本当は気になる乳がんお話会」

オンライン講座

Fuji 子どもフェス出店
クイズで知ろう！いのちのヒミツ～動物からヒトまで～

富士市主催Fujiこどもフェスをオンラインイベン
トとなった中での開催。
40分×4枠×4時間の16コマの子ども向け授業の内、
1コマを母力が担当しました。
夏休みに子どもたち向けに身近な虫や動物の話か
らはじまって、いのちの大切さを伝えた40分間で
した。



富士宮市委託女性創業支援事業
start up cafe～私スタイルの起業ことはじめ～

2017年度から始動した富士宮市の創業支援事業の4期目として、起業・創業を考える女性
向けに講座を企画運営しました。
「沼津市で活躍する女性経営者を迎え、マーケティングの基礎的な学びからビジネスプラ
ンを考える講座」
「富士宮信用金庫様、富士宮商工会議所様のご協力をいただいた創業計画書の作成講座」
「先輩女性起業家をゲストに迎え、起業の流れを経験談から学ぶ」
全3回講座の終了後、学びを継続的に行うことを目的とした、フォローアップ会も2回開催
し、2019年度以前の参加者にも参加できる場を提供し、起業を希望する女性同士のネット
ワーク構築にも貢献し、実際に商工会議所様への創業相談にもつながりました。
さぁどぷれいすSANをキッズスペースもあるシェアワークスペースとしてもご利用いただ
きました。
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２）男女共同参画に関する事業

託児事業
ママたちが集中して受講したい講座やワークショップなどの際には、有償スタッフによ

る託児を設け、0才6か月～就園前の小さなお子さんをお預かりしています。
別室での完全託児・同室での見守り託児をその場に応じて設定しており、今年度は新規の
企業様からの依頼も増え延べ190名の女性が自らの経験や資格を活かして託児スタッフと
して活躍しました。（実績：テルモ株式会社愛鷹工場様／テルモ株式会社富士宮工場様／
メットライフ生命様）

安心安全に事業を運営できるようスタッフのスキルアップのための研修も行っており、
子どもの救急時の対応や心肺蘇生の流れについてや、怪我や止血の方法、誤飲などの対処
の仕方も学ぶ救急講習会や 抱っこされる赤ちゃん、抱っこする支援者双方にとって、体
に負担のない抱っこの仕方、抱っこ紐（エルゴなど）の正しいつけ方や使い方について学
ぶ抱っことおんぶの勉強会を開催しました。



富士宮市委託ふじのみやハハラッチ事業

ライター5期生デビュー
ライター養成講座を受けた6
名が新たに5期生ライターと
してデビューしました。コロ
ナ渦の今だからこそ伝えたい
お家での過ごしたかたや、テ
イクアウト情報など、子育て
中のお母さんだからこそ伝え
られるリアルな情報をたくさ
ん発信しています。

ライター養成講座

ライターズミーティング

富士宮の情報を発信してみたいという子育て中のお母さんたちがボランティアで活動を
する「ふじのみやハハラッチ」。5期生6人が、10月から1月にかけて、プロのカメラマ
ンやライターに情報発信の基礎となる写真の撮り方、文章の書き方、取材の仕方、シ
ティプロモーションとは何かなどを学びました。養成講座5回目では実際に子どもを連
れて取材体験も行いました。

園えらび座談会

ライター同士の交流や情報交換のため、定期的に
ライターと運営チームによるミーティングを行っ
ています。今年度は「親子で宮さんぽ♪」と題し
て「富士宮まち歩きまっぷ」を利用し、ライター
同士でお散歩しながら富士宮の魅力を発見しにい
きました。また、ライター同士で交流することで、
取材先の相談ができたり、色々な視点を学ぶこと
もできました。

ハハラッチ主催イベント『先輩ママに聞く！園えらび座談会』を開催しました。本来
は直接お会いしての講座を予定していましたが、感染症対策のため、オンラインでの
開催となりました。それにも関わらず、たくさんの方に参加していただきました。そ
れに伴い、幼稚園やこども園の取材活動も定期的に行い、園えらびをする上で知りた
い情報を発信させていただきました。

ー7ー

２）男女共同参画に関する事業
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ママとパパと子どもの自然遊び in富士中央公園
富士市のいいずみファミリークリニックさんからワークショップのファシリテーターの
ご依頼を受けました。
クリニックで行われている子育て支援プログラム「子育てパーク」の活動の一環として、
遊具のない公園で自然と遊ぶ遊び方を一緒に遊びながらお伝えするママと子どもの自然
遊びを実施しました。当日はお天気にも恵まれ、秋の紅葉の美しい公園をお散歩しなが
ら1歳頃～3歳頃までを子育て中のママパパが参加し、葉っぱを拾って目玉をつける遊び
や、どんぐりのひろいかた、わらべうた、モグラの生態などのお話を交えて楽しんでい
ただきました。

長泉町主催
わくわくキャリア創出事業 登壇

長泉町主催の「女性のための創業サポート（長泉わ
くキャリア創出セミナー）」、全5回の1回目として
「はじめてのZoom使い方セミナー」の講師を務め
ました。
コロナの影響で母力向上委員会でもオンラインを取
り入れた講座を開催する中で培ってきたノウハウを
今後活躍していく女性達に伝える機会をいただきま
した。

２）男女共同参画に関する事業

富士市主催富士このみスタイル「富士市での子育てトーク」登壇
お話会「富士市での子育てトーク」もオンラインで行い、ファシリテーターとして登壇し
ました。富士市に住むママと、これから住みたいと考えてるママたちをオンライン上で繋
ぎ、悩みや不安、富士市に住んでよかったことなど、ざっくばらんに聞ける場所を作りま
した。
静岡県立看護専門学校助産師養成コース

地域母子保健・地域組織・子育て支援論 非常勤講師 登壇

講師登壇・講師派遣
子育てやまちづくりに関する様々な講演会、集会での登壇、ファシリテーションを行ってお
ります。



社会福祉振興助成事業（WAM助成事業）
“つなぐ・つながる”産前産後サポート環境デザイン事業

妊娠中から産後1年未満の女性の妊娠出産の不安の軽減、産後の孤立や育児不安を軽減する

こと、自分らしい母としての土台を作り、主体的に活躍する女性への自立支援を多面的に行う

ことを目的とした独立行政法人福祉医療機構社会福祉振興（通称WAM）助成事業として“つな

ぐ・つながる”産前産後サポート環境デザイン事業に取り組ませていただきました。

この事業の一環として、妊娠期から産後1年間の支援に必要な知識やスキルを学び、安定的

に提供できるプログラム構築を行うため、全国で既に各専門分野で活躍されている講師をお呼

びして、地域のママ、支援者に向けた講座「mama college premium2020~子どもを笑顔に

する5つのヒント~」を開催しました。

コロナ禍でも開催できる方法を試行錯誤し、会場参加とオンライン参加ど同時に行う「ハイブ

リッド形式」で講座を展開しました。

先輩ママが自分の子育て経験を活かし、後輩ママに働きかけることが自己肯定感につながると

いう仮説を基に、産後1年以降のママを対象にしたピアサポーター養成も同時に行いました。

この講座での参加者のアンケート結果や、感想、講師陣が伝えてくれたエッセンスをまとめ、

これまで私たちが作り上げてきたプログラムをさらにブラッシュアップして、2022年度以降、

0歳児ママ向けの新プログラム「mama college」を開催予定しています。

ー９ー

３）子育て支援に関する環境デザイン事業

mama college premium 2020 開催
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富士富士宮地域限定
オンラインコミュニティFcomo事業START

コロナ禍の子育てを支えたい、地域の子育て支援者と子育て世代をつなげたいという想
いで、オンラインコミュニティFcomo＜エフコモ＞事業を開始いたしました。
10月28日には、オープニングセレモニーを開催し、新聞社3社さまに取材いただきました。
先輩ママがオススメする富士富士宮の公園、お店、団体、サービスなどを会員限定サイ
トで紹介する他、 会員専用Instagramで交流も行っています。オンライン上だからこそ、
いつでも、どこでも地域の子育て情報が手に入り、会員もすでに160名となりました。参
加者満足度も高く、来年度も継続して運営していく予定です。

オンラインコミュニティFcomo presents
InstagramLIVE

オンラインコミュニティFcomo＜エフコモ＞の公式InstagramLIVEを活用し、誰でも無料で
見られるInstagramLIVEを3日連続で実施しました。「先輩ママが教える0歳ママにオススメ
の場所5選」、「MOTHERSALTに聞くこんなママでもいいですか？！」「助産師が教える
失敗しない卒乳のコツ」をテーマに各回ゲストを迎え、リアルな地域のママの声を配信
し、それぞれ150回を越える再生回数となり好評を博しました。

３）子育て支援に関する環境デザイン事業



ベビーステーション認定登録・講習会

「ふじのみやベビーステーション」として、富士宮市認定によるコンビニ・公共施設のベ
ビ＊ステ登録を行ってきました。講習会を受講し、「紙おむつの販売」と「ミルクのお湯
提供」という条件を満たしたコンビニの登録は、市内コンビニの約90％に到達しました。

コンビニ累計登録数 59店舗
公共施設累計登録数 12施設

登録店舗には、のぼり旗やステッカーを配布し、「ベビ＊ステタイムズ」いう通信を発行
しベビ＊ステ事業の活動を随時お知らせしています。のぼり旗には、SDGsのアイコンを追
加しました。当事業を通しては持続可能な社会の実現を目指しています。

ベビーステーション登録店舗とのコミュニケーション

ベビ＊ステの認知拡大と利用促
進のため、毎年開催しているレ
シート抽選会を今年度はオンラ
イン開催致しました。
同時にインスタグラムでの拡散
キャンペーンを行い、富士宮市
以外の方にもべビ＊ステを知っ
ていただくきっかけになりまし
た。

ベビ＊ステオンラインレシート集めて抽選会
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富士宮市委託ベビーステーション事業【べビ＊ステ】

３）子育て支援に関する環境デザイン事業



コンビニ向けにPOP製作・店頭実験

岳南朝日新聞連載
子育て世代以外の幅広い世代にべビ＊ステを周知のため、今期のPOP製作の取り組みを岳南
朝日新聞様に計5回連載いただきました。

目標としてきた市内コンビニ全店登録にほぼ達した中で、今後は利用のしやすさやコンビニ
が子育ての仲間になってくれているという実感を高めていくため、今期は店頭POPの製作を
実験的に行いました。乳幼児子育て新米ママとのZOOM座談会・先輩ママアンケート、POP
デザイン投票など利用者の意見を収集するとともに、コンビニ店舗の方々の意見も収集。そ
のご意見をもとに、イラストや文字を現役子育てママが作成し、手作りでPOPが出来上がり
ました。実験店舗に応募いただいた18店舗へ設置し、ママ・パパに加え、シニア世代へアン
ケートを実施し、『POPがついていると子連れウェルカムな雰囲気がしていい』というご意
見をいただくことができました。来期は実験結果をもとに改良を加え、市内コンビニ全店に
POPを配布していきます。
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３）子育て支援に関する環境デザイン事業



NPO認定型ベビ＊ステ

ベビ＊ステをコンビニ以外の民間施設にも広めるため、弊団体認定による「NPO認定型ベビ＊ステ」
の登録をしています。必須登録要件はミルクのお湯・おむつ替えスペース・講習会受講の３つとして、
富士宮市内外で現在12店舗で登録をいただいています。

登録数：市内10施設・市外２施設
（2021年3月現在）
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１dayベビ＊ステ（レンタルベビ＊ステ）
乳幼児連れでもイベントやお祭りを楽しめるよう、授乳やおむ
つ替えができるテントスペース、ミルク用のお湯提供、紙おむ
つやおしりふき、水等備品の販売を行う出張ベビーステーショ
ンの展開をしています。自主イベントやイベント出展でのブー
ス展開の他、有料でのレンタルサービスも行っています。

インスタグラムでの発信

ふじのみや
ベビーステーションstory
妊婦・乳幼児期の心温まる
エピソードを発信

ふじのみや
ベビーステーション
べビ*ステの取り組みや
各種広報の発信

2つのアカウントでインスタグラムでの発信を
開始しました。

外部公演

２０２１年２月１８日ふじのくにNPO
活動センター主催中間支援スタッフ研
修にて弊団体表塩川が登壇し、べビ＊
ステの取り組み事例を発表致しました。

３）子育て支援に関する環境デザイン事業

自主事業



ー14ー

しずおか子育て防災ネットワーク発足
静岡県内子育て支援団体が中心となって、
西部から東部までを横に繋ぎ、災害時に
相互支援ができるネットワークを構築す
ることを目的として「しずおか子育て防
災ネットワーク」が2020年9月1日に発足
しました。
塩川は副代表として関わっています。
10月には清水町で認定NPO法人はままつ
子育てネットワークぴっぴの代表理事原
田博子さんを講師に迎えた「子連れで防
災 あると便利な備えと知恵」勉強会を
開催しました。
母力向上委員会も立ち上げから関わって
おり、月に一度オンラインでミーティン
グを行っています。今後もネットワーク
の拡充と充実を目指します。

富士このみスタイル
「オンラインテクニカルサポート」運営
「富士市をめぐるオンラインバスツアー」企画運営

富士市主催、運営は三島のビズホープが受託している「結婚子育て世代の移住定住促進に向
けた受け皿づくり支援事業」である富士このみスタイルは、今年度富士市はすべてオンライ
ン化に舵をきり、第一弾のワークショップのテクニカルフォローとしては参加しました。

また、移住者向けのバスツアーをオンラインで開催する「富士市をめぐるオンラインツ
アー」を企画運営しました。バスガイド、中継スタッフとも連携し、2時間コースを作り上
げました。
オンラインでも富士市の魅力が伝わる、楽しくてあっという間の時間でしたという感想も聞
かれ、参加者からの高い満足度を得ることができました。

３）子育て支援に関する環境デザイン事業



フリーペーパー「Umidas＋」

公式LINEアカウントでの情報発信

HP・SNSでの情報発信

情報発信

株式会社アドライン様との協働で製作・発行しています。2020年
度は「ママの習いごと」「私コレやめました！」「ママの自分時
間」などを特集とし、子育てママの目線で地域密着の情報をお届
けしました。

オウンメディアのHPを活動をより
わかりやすくお伝えするためリ
ニューアルしました。facebook、
instagram、twitter。LINEなどで、
活動の告知や報告、子育て情報な
どを随時発信しています。

Activesupporter
メールマガジンでの情報発信

富士富士宮地域で子育て支援を実際に行っている企業、団体、個
人のみなさんへactivesupporterメールマガジンの配信を1月より
開始しました。地域の子育て支援活動や、当団体の活動報告、子
育て情報などを発信しています。

全5回発行 総発行部数約50000部
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月3，34ほど活動の告知や報告、子育て情報などを発信しています。

３）子育て支援に関する環境デザイン事業

岳南朝日新聞コラム 全12回

岳南朝日新聞「お母さんに必要なチカラって何だろう？」というコラムコーナーで毎月１回第
2木曜日に、子育ての経験から感じたことを発信しています。妊娠・出産のこと、初めての子
育てのこと、コロナのこと等、メンバー自身の経験からの言葉は世代を超えて読者の方から共
感・関心の声を多数いただいております。
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コロナ禍における子どもと保護者の生活に関する
アンケート実施、市へ提出

今年5月6月、コロナウイルスの影響による学校休校、自粛期間中の困りごとについて、市
内の子育て関連団体（富士宮市民と子育ち環境を考える会「富士宮っ子はぐくみ隊！」、
ずこうラボＭ）の皆様と協力して「コロナのち晴れ」として、富士宮市の子どもたちや子
(孫)育て当事者や支援者の実態調査を行いました。アンケートには、1970件もの回答をいた
だきました。ご協力いただいた皆様、本当にありがとうございました！アンケート結果は
右下のQRコードからご確認ください。
さらに、このアンケート結果を受け、富士宮市へ提言を作成し、9月23日（水）、アンケー
トの報告と提言を提出させていただきました。

アンケート回答数1,970件

アンケート結果↓

３）子育て支援に関する環境デザイン事業

オンライン座談会ゲスト登壇
「STAY HOMEどうしてる？」／「STAY HOME笑えていますか？

ふじのくにNPO活動センター主催 中間支援スタッフ研修登壇

講師登壇・審議会・啓発活動
子育てやまちづくりに関する様々な講演会、集会での登壇、ファシリテーション、審議会の
審議委員などを行っております。



企業様との協働事業

朝霧ハイランド株式会社様社員研修

ご依頼に応じ、母力向上委員会のHPやSNS、会員への
メールマガジンなどを活用した有料での広報協力をして
おります。
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広報協力

まかいの牧場にて24名の社員の皆様にライフ
プランとキャリア構築についてワークを取り入
れながら実施。女性も多く活躍されている職場
において、仕事と妊娠・出産・子育てのバラン
スのとり方などについてもイメージが出来るよ
う、働き方について紹介。個人ワークでの内省
とグループトークでの対話を重ね、自己認知を
深め、自己承認及び他者承認の過程を経て、自
己効力感につながるアプローチを行いました。
参加された女性社員様より
「自分自身のこと、女性としての振り返りなど
初めてだったのでとてもいい時間となりまし
た。」などの感想が寄せられました。

実績
・キューティフォト様
・ろうきん様
・子育て診断士様

・コミュニティー英会話様
・WOW!ENGLISH様
・佐野かおり様 他

子どもの才能発見講座
10月、3月、4月の計3回、富士、富士宮で「子どもの才能発見講座」を開催しました。
子育て診断士さんによる統計学を元にしたアドバイス・マネー講座の二部構成のセミナー。
今年度は、コロナ対策として広い会場に定員8組で開催しました。
託児スタッフを派遣し、見守り託児付きの講座でしたので真ん中では子ども達の元気な声が
響く中、ママ達も集中して講座を受けてくれていました。

４）その他の事業



講座開催時に参加者アンケートを取り集計しました。 回答事業数：3事業21講座
有効回答数：270

Mamatalkべいびっち

Q・満足度は？

Q・感想、気づいたこと

・コロナ禍の中でもこういった集まれる場を開催してくださってありがたかったです。
・話したいことを心のままに話せてそれを受け止めてもらえる場所があるというのが本
当に素晴らしいと思えました。私も頑張れそうな気がしてきました。
・転入してから他のママさんと話す機会がなかったので気分転換になりました。情報も
知ることができて参加できて本当によかったです。
・子どもを連れて行きましたが、見守りスタッフが見てくれて思ったより話が聞けまし
た。日々の生活において、イライラしたり怒ってしまう自分に嫌気がさしてしまう事も
あったけど、この講座を聞いて少し気持ちが楽になりました。
・これからの、育児の大きなエネルギーになりました。がんばる力になりました!子ども
を目一杯愛します!
・初めから最後まで本当に自分のこと?と思えるような内容で、泣きそうになりながら
聞いておりました。本当に素晴らしい時間を過ごせました。

2020年度参加者アンケート結果
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100％満足

69%

80％以上満足

29%

70％以下

2%

Mamacollegepremium2020

100％満足

47%
80％以上満足

45%

70％以下

8%

Umidascafe子連れお話会
WOMANDAY
スキルアップ講座

100％満足

76%

80％以上

満足

20%

70％以下

4%



掲載履歴 （抜粋）

メディア掲載実績
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掲載・放送日 メディア 内容

新聞

2020年9月6日 岳南朝日新聞 ベビ＊ステ向上委員会（連載）

2020年9月12日 岳南朝日新聞 ハハラッチ5期生養成講座説明会

2020年9月24日 岳南朝日新聞 コロナ禍における子どもと保護者の生活に関するアンケート

2020年9月25日 富士山新報 コロナ禍における子どもと保護者の生活に関するアンケート

2020年10月11日 岳南朝日新聞 ベビ＊ステ向上委員会（連載）

2020年10月21日 富士ニュース ハハラッチ5期生養成講座

2020年10月28日 岳南朝日 Fcomoオープニングセレモニー

2020年11月1日 富士ニュース Fcomoオープニングセレモニー

2020年11月8日 岳南朝日新聞 ベビ＊ステ向上委員会（連載）

2020年11月14日 富士山新報 ふじのみや寄付金に対し感謝状贈呈

2020年12月6日 岳南朝日新聞 ベビ＊ステ向上委員会（連載）

2021年1月8日 岳南朝日新聞 ベビ＊ステ向上委員会（連載）

2021年1月12日 静岡新聞（デジタル） ハハラッチ5期生養成講座

2021年1月22日 静岡新聞 Fcomo紹介

2021年1月28日 静岡新聞 ハハラッチ5期生養成講座修了式

2021年2月24日 静岡新聞 ハハラッチ5期生修了講座

2021年2月28日 富士ニュース ハハラッチ　園選び座談会

その他

2020年10月号 mydo レシート抽選会

TV・ラジオ

2020年9月29日
ラジオｆ

「カラーオブサクセス」
レシート抽選会

2021年2月15日
TOKAIケーブルネットワー

ク「トコチャンワイド」
ハハラッチ紹介（取材風景など）



メディア掲載実績
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2020年9月24日 岳南朝日新聞
2020年9月25日 富士山新報
コロナ禍における子どもと保護者の生活に関するアンケート

2020年9月6日~1月8日
岳南朝日新聞全5回連載
「ベビ＊ステ向上員会」



メディア掲載履歴
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2020年10月28日
岳南朝日新聞
Fcomo
オープニング
セレモニー

2021年1月22日
静岡新聞 Fcomo紹介

2020年9月12日
岳南朝日新聞
ハハラッチ養成講座説明会

2021年1月28日
静岡新聞
ハハラッチ5期養成講座修了式

2021年2月28日
富士ニュース
園選び座談会

2020年11月14日
富士山新報
ふじのみや寄付金に対し感謝状贈呈

mydo
10月号
レシート抽選会

2020年10月21日
富士ニュース
ハハラッチ5期養成講座



2020年度収支報告

5年間の収益の変化
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2020年度は収益が16,218千円、経費は13,605千円で、当期正味財産増減額は2,613千円
でした。

委託事業収益のみに頼らず、今後は社会課題を解決できる団体の維持継続運営を図るため、
次年度以降は寄付金収益、自主事業収益の更なる増加を目指していきたいと考えております。
今後ともご協力の程宜しくお願い致します。



監事

総会

理事会

母子保健・家庭教育
支援に関する事業部

男女共同参画に関す
る事業部

子育て支援に関する
環境デザイン事業部

その他事業部

事務局

妊娠・出産・子育て
シェアサポート事業
講座事業
べいびっち事業

ベビ＊ステ事業
情報発信事業
Umidas＋編集部
イベント事業

創業支援事業
ふじのみやハハラッチ事業
託児事業

講演・審議会・啓発
企業コラボ事業

組織図

メンバー構成

役員

代表理事 塩川 祐子

副代表理事 井出 朝美

理事 小野 麗佳

理事 鍋島 安佐子

理事 中村 鈴鹿

理事 伊藤 加奈子

監事 小野 美智代

正会員 30名

サポーター
（ボランティア会員） 22名

組織

2021年3月現在
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メンバー保有資格、経験職例
看護師、保健師、教師、建築士、調理師、保育士、幼稚園教諭、栄養士
インタープリター、声優、司会、 NLPプラクティショナー
コーチングスキルアドバイザー、離乳食アドバイザー、歯科衛生士
社会福祉士、精神保健福祉士、アンガーマネージメントキッズインストラクター等

私たちは、当事者目線を大切にし、子育て中の母たちを中心に事業を運営しています。
それぞれ得意なことを活かし、子育てしながら、個人が持つ力を最大限に発揮できるよう
労働環境を整え、ワークシェアを取り入れて、事業に取り組んでいます。



皆さまのご支援により、安心して妊娠・出産・子育てをできる環境づくり、妊娠・出産・
子育てを豊かにはぐくむ地域社会の実現に向けた活動を行うことができました。皆様のご
厚意にこころより感謝いたします。

2020年度法人賛助会員様 （順不同） 敬称略

第一建設株式会社

株式会社かごや

株式会社アドライン

ナーサリーOHANA

セキスイハイム東海株式会社

株式会社エイワンスポーツプラザ

株式会社ホームアシスト

すずも整体院

株式会社シーエーティー

イデキョウ住まいの発見館

CARE ROOMS

Mama‘s Smile しずおか

株式会社ダスキン富士宮
※個人賛助会員様はお名前掲載を控えさせていただきます。

ご寄付 （順不同） 敬称略
アサヒ飲料株式会社（富士宮市 企業版ふるさと納税寄付）

有限会社アサギリ（ベビ＊ステ寄付型自動販売機）

株式会社岳南朝日新聞社（ベビ＊ステ寄付型自動販売機）

有限会社櫂工務店（ベビ＊ステ寄付型自動販売機）

マックスバリュ東海株式会社（イオン幸せの黄色いレシート）

パシュラールーム（寄付）

静岡県労働金庫 富士宮支店

静岡県労働金庫 富士支店

富士・富士宮地区エスパルス地域事業応援団

有限会社カボスメディアワークス

株式会社朝日鉄建

富士宮清掃有限会社

株式会社望幸

株式会社きうちいんさつ

こぱんはうすさくら

託児所もこちゃんハウス

医療法人社団 真厚会 飯泉ファミリークリニック

株式会社磯辺建設

2020年度NPO認定型ベビ＊ステ登録事業者様 （順不同）

セキスイハイム東海 富士宮展示場

富士宮信用金庫 東町支店

朝霧高原 もちや

イデキョウ住まいの発見館

櫂工務店（事務所）

まかいの牧場

MOTHER CASTLE （マザーキャッスル）

暮らすように泊まる宿 ほっこり屋

ナーサリーOHANA

FUJINOMIYA BASE

マックスバリュ東海株式会社

マックスバリュ富士宮宮原店

謝辞
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