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こどもたちが、ありのままの自分でいられるように 

こどもたちが、その子らしく生きていけるような基盤を幼児期に作っていきたい 
 

特定非営利動法人 

な	 の	 は	 な 

平成 20年 3月 7日	 	 内閣府認証 
平成 20年 4月 1日	 	 	 活動開始 

 
１、特定非営利活動法人 なのはな 組織運営報告 

 
 代表者	 鈴木敏治	 6月より岡村由紀子に理事長交代 
 目的及び事業  

	 	 この法人は、核家族化、少子化が進行し地域的つながりが薄れる中、乳幼児のための教育・保育

施設の運営ならびに発達障害児のための一時支援施設の運営等、地域の中で支えあい育て合うた

めの施設運営事業を行い、子どもがありのままの自分でいられるような、活力ある住みよい地域

社会を作ることを目的とする。 
	 	 この法人は、上記の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。 

(１) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動 
(２) 子どもの健全育成を図る活動 
(３) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言または援助の活動 

	 この法人は、上記の目的を達成するため、次の事業を行う。 
(１) 特定非営利活動に係る事業 
① 乳幼児のための教育・保育施設の運営事業 
② 発達障害児のための育児支援施設の運営事業 
③ 保育・子育てに関するセミナー・イベントの企画事業 
④ 保育・子育てに関する書籍の執筆と販売事業 
⑤ その他この法人の目的を達成するために必要な事業 

 活動場所  
以下 2つの事務局で各事業を行った。 
本部事務局	 ：静岡市葵区北 226‐１ 
あおぞらキンダーガーデン／まほろば／わとと・あおぞら 

あおぞら棟：静岡市葵区北 226‐１ 
なのはな棟：静岡市葵区北 581‐4 

わとと・あおぞら：静岡市駿河区泉町 4‐16越田ビル 2階 B号室 
 理事会	  

毎月 1回、第 4金曜日に理事会を開催した。 
理事長(1名)：岡村由紀子 
理事	 (4名)：牧田真和・長崎イク・小川裕子・鈴木正篤 
監事	 (2名) ：小林克芳・納本真志 
 

 会員（平成 25年 3月 31日現在） 
正会員	 ：26名 準会員	 69：名 賛助会員：2名 

 スタッフ  
平成 24年度スタッフは以下の通りであった。 

	 	 常勤職員	 12名 
保育士 臨床発達心理士 

11 1 
＊保育士：(保育士資格または幼稚園教諭免許取得者) 

	 	 パート職員・非常勤職員	 16名 
保育士 臨床発達 事務員 栄養士 用務員 バス運転手 その他 
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●講師依頼	 等  
・常葉学園短期大学	  
・静岡県立大学短期大学部 
・島田市発達支援センターふわり 
・静岡市清水うみのこセンター 

	 	 ・富士常葉大学	  
・臨床発達心理士会	 講師	 	 

・母と女教師の会	 講師	 

・ノーバディズパーフェクト講座開催	 長田障害福祉センターにて	 

	 	 	 ・藤枝市子ども未来応援会議のメンバーに就任	 

・バディプロジェクト	 講師	 

・子育て講演会	 わととにて	 講師	 

・静岡市３歳児検診心理相談員	 

・静岡県放課後児童クラブ指導研修アドバイザー	 

	 	 	 ･藤枝市ブロック研修会	 

・西益津小学校家庭教育学級	 

●	 参加講演会・研修会等  
全国	 保問研大会	 in 広島	 (加藤･勝山発表	 岡村・末永･望月)	 

保問研夏季セミナーin 横浜	 (望月・白鳥・望月・水越。岡村･末永)	 

静岡市保問研	 例会	 

ひろば事業研修会	 (石上・芹澤)	 

日本保育学会（岡村）	 

保育９条の会（望月･稲葉･白鳥･加藤･山崎・岡村）	 

全国子育ての広場実践交流会	 新潟（石上･馬飼野）	 

保育問題研究会秋集会	 	 （発表	 水越/	 岡村・芹澤･望月）	 

NP ファシイリテーター勉強会（白鳥）	 

 補助金事業  
	 	 ・赤い羽根共同募金補助金にて 
	 	 	 	 	 「子育て支援事業における相談事業」 
	 	 ・歳末助け合い補助金にて 
	 	 	 	 	 	 わとと・あおぞらで「親子獅子舞・紙芝居観劇」 
 その他  
・機関誌の発行「なのはな」第 45号～第 55号	 (資料参考) 

	 	 ・ホームページの開設	 http://www4.tokai.or.jp/nanohana 
	 	  
２．各事業の報告	 

(１)‐１乳幼児教育・保育事業	 あおぞらキンダーガーデン  
 教育・保育総合施設“あおぞらキンダーガーデン”  

…就労に関係なく選べる教育・保育の総合施設 
	 	 	 ○対象	 0歳～5歳児 

○開所日時	 月曜日～金曜日	  
	 	 	 ○保 育形態 
 
 
 
 
	 	 	 ○在 園 児 童 数	 

(延べ人数) 
 0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 計 
計 ２ ７ ６ １５ １４ １７ ６１ 
＊年度途中での入退園児も含む 

	 	 	 ○行事等 	 別紙年間行事表参考 

	 １０ 心理士１ 	 	 １ 	 	 １ 	 	 １ 	 	 １ 	 	 ３ 
4 3 1 1 1 1 5 

項	 目 保育園スタイル	 	 	 	  幼稚園スタイル 
保育時間 ８：３０～１６：３０	  ９：００～１５：００ 
休園日 
 

夏休み（お盆	 １週間） 
冬休み（12／28～1／6） 
春休み（総括日として１日） 

夏休み	 希望保育あり 
冬休み	 	 	 〃 
春休み	 	 	 〃 
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○その他 
	 	 	 ・中学生職業体験	  
	 	 	 ・職員学習	 月１回 

◆	 延長保育“がらがらどん”…在園児の延長保育 
○対象	 	 あおぞらキンダーガーデン在園児で、保護者の希望により延長保育が必要な児 
○開所日・開所日数	 あおぞらキンダーガーデン開所日・日数と同じ 

	 	 	 ○開所時間	  
朝 
 

 
 

(１)子育て支援事業	 わとと・あおぞら	 （静岡市「つどいの広場」事業委託）	 	  
◆別紙、添付資料参考 
◆平成 23年度赤い羽根共同募金配分事業「育児不安に悩む親の相談支援事業」 
①ピアカウンセリング	 ②個別カウンセリング	 延べ 128名 
 

(２)発達支援事業	 まほろば  
 発達支援保育	 まほろば 

…小学 1年生までの「気になる子」対象の月２回の支援保育 
○参加児	 ５名(途中入・退会児含む)	 延べ 23回	 90名 

	 	 	 	 ○開催日時	 月２回	 土曜日	 ９:３０～１１：３０ 
	 	 	 	 ○スタッフ 
	 	 	 	 	 各回	 臨床発達心理士 1～2名	 保育士 1～2名	 ボランティア 1～2名 

○個別相談	 6件 
○発達・知能検査	 3件 

◆	 寺子屋まんまぁる 
…小中学生の週 1回の学習支援 

○参加児	 14名(途中入・退会児含む)	 延べ 365名 
	 	 	 	 ○開催日時	 週２回	 火曜日・水曜日 
	 	 	 	 ○会場	 島田市日之出町 3-9 寿真庵ビル 2F 
	 	 	 	 ○スタッフ 
	 	 	 	 	 	 特別支援教育士２名	 認定カウンセラー1名	 臨床発達心理士 1名	  

○個別相談	 33件 
	 	 	 ◆講演会 
	 	 	 	 日時：Ｈ25年 3月 9日(土)13:30～15:00 
	 	 	 	 演題：『子どもの発達を知る親講座』 

会場：プラザおおるり	 参加者：23名 
	 	 	 	  

(３)講演会等の開催 
	 ◆加藤繁美講演会	  
	 	 会場：来・て・こ	 参加者：９０	 名	 

◆あおぞらキンダーガーデン観劇	 『いろはに	 こんぺいとう	 』	 

日時：月日	 劇団風の子	 	 会場：北公民館	 参加者：	 

 
(４)保育・子育てに関する書籍の執筆と販売事業 

	 	 ◆『4歳児の自我形成と保育』『ちょっと気になる子の保育』の販売 
	 	 ◆発達と保育に関する書籍の執筆活動 

 
(５)その他 
	  
 
 
 
 
 

項	 目 保育園スタイル	 	 	 	  幼稚園スタイル 
早朝保育 7：30  ～  7：30	  7：30  ～   9：00	  
延長保育 16：30  ～ 18：00	  15：00  ～  18：00	   
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平成２４年度	 地域子育て支援拠点事業実績報告書 
 

拠点の名称 NPO法人なのはな 
わとと・あおぞら 実施場所 わとと・あおぞら 

所在地 〒422‐8066 
静岡市駿河区泉町 4-16	 越田ビル 2階 B号室 

電話番号 054	 ―	 284	 ―	 1320 FAX番号 054	 ―	 284	 ―	 1320 

	 Eメール watoto-aozora@cy.tnc.ne.jp ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

URL http://www4.tokai.or.jp/nanohana/ 

開設日時 電話・来園相談：毎週	 	 金曜日	 	 	 	 １０時	 ～	 １５時	 	 	 	 	 	 	 	  
センター開放	 ：毎週月～金曜日	 	 	 	 １０時	 ～	 １５時	  

支援センター

従事担当者 
 

職名 氏名 資格 

専任保育士 石上	 佳世真 幼稚園教諭・保育士 

専任保育士 芹澤	 美佐江 幼稚園教諭・保育士 

臨床発達心理士 馬飼野	 陽美 臨床発達心理士 
小学校教諭 

 
 
１	 事	 業	 内	 容（実施内容及び開催回数、参加人数等を記入） 

（１）子育て親子の交流の場の提供と交流の促進 
	 ①	 専任保育士が2名常駐した。 
	 ②	 ひろばには専任保育士以外に、保育ボランテアが１～２名いるようにした。 
	 ③	 子育て親子と短大生、大学生との交流の機会を3回作った。 

	  

（２）子育て等に関する相談、援助 
	 	 面接相談件数：	 	 	 	 	 ３３２件(臨床発達心理士のフロアでの相談も含む) 
	 	 臨床発達心理士個別相談：２５件 
	 	 電話相談件数：	 	 	 	 	 	 ７件 

 
①法人内の発達支援部門である“まほろば”と連携し、心理スタッフがひろばで相談に応じた。 
	 	 →子ども支援(臨床発達心理士：子どもの発達や育児についての相談に対応) 

（相談内容）言葉の発達、関わり方、食事、這行・歩行の遅れ、発達の遅れ、偏り 
②専任保育士が常駐しているため、育児相談には常時相談に応じた。 

 (相談内容)	 母乳・食事の態度・子ども同士のトラブル・父親とのかかわり等	  
	 ③赤い羽根共同募金分配事業としてまほろばの心理スタッフが実施 
	 	 ・お母さん自身の個別お話し会 
	 	 ・おやこのまほろば（発達の気になる子の親子教室）-‐土曜開催 
	 	 ・年齢別の相談会（ママあつまれ） 
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（３）地域の子育て関連情報の提供 
	 ①	 わとと・あおぞらの広報誌を毎月発行、他子育て支援センター・静岡市保健センター・小児科 
	 	 	 病院の産婦人科・除算院に配布し、子育て中の親子に必要な情報を提供した。 

 
	 ②	 地域の子育て支援や、子育てに関するチラシ・情報誌を来所した親が手にとれるようにした。 

（４）月１回以上の子育て及び子育て支援に関する講習等 
実施回数	 	 	 	 	 １３８	 	 回	 	  
参加延人数	  	 	 １３５０  人 

 
（実施内容） 

	 ・あーちゃんの裁縫箱・発達、育児相談・身体測定・布おもちゃ作り・ママのヨガ 
	 ・簡単なクッキング・助産師さんの話し・救急安全法の講習会・味噌作り 
	 ・芋ほり遠足・バスに乗ってお出掛け・小さなお茶会・うたと手遊びの会 
・紙芝居、絵本の読み聞かせ・親子でクリスマスリースを作る・こいのぼり作り 
・どんぐり、木の実で製作・お散歩に行こう 

	 ・発達臨床心理士のおはなし 

 
（５）機能拡充による子育て支援活動の展開を図るための取組 
	 	 	 ひろばの開設場所を活用した一時預かり事業に定める事業またはこれに準じた事業の実施。 
 
（一時預かり受入状況について） 
 
	 年間利用者数	 	 	 	 ６６９	 	 人 
 
 

利用月 利用者数 利用月 利用者数 

４月 ６２ １０月 ６７ 

５月 ６４ １１月 ５２ 

６月 ７０ １２月 ４８ 

７月 ６４ １月 ３３ 

８月 ４３ ２月 ４９ 

９月 ６６ ３月 ５１ 

 
（実施内容） 
・継続型一時保育は週 2日、2歳児 4人を 9時から 13時まで保育。 
・緊急型は保護者の依頼を受け、9時から 16時３０分の時間帯で保育。 
 
 
＊本事業を推進するに際して、連携・協力体制にある保育所・地区社会福祉協議会・主任児童委員等を 
ご記入ください。 
ＮＰＯ法人なのはな	 あおぞらキンダーガーデン 静岡市保健センター	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	   
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ＮＰＯ法人なのはな	 発達支援	 まほろば 静岡県子育て支援課  
城東子育て支援センター   
静岡市社会福祉協議会   
（パンフレット等資料がありましたら添付をお願いします） 
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２	 月別活動実績 

 活	 動	 内	 容（講演会・相談会・サークル支援等） 

 

４月 

 

裁縫講座・発達・育児相談・保健師さんの身体測定・布おもちゃ作り・ヨガをしよう 

 

５月 

 

裁縫講座・発達・育児相談・助産師さんと話そう・布おもちゃ作り・ヨガをしよう・2歳児ママ

集まれ・ 

子育てよろず相談・お悩み別ママの会[ことば]・まほろば親子教室(＊共同募金事業) 

 

６月 

 

裁縫講座・発達・育児相談・布おもちゃ作り・ヨガをしよう・1歳後半ママ集まれ・こどもに置

きやすい事故の予防と手当(心配蘇生法)・お兄さんお姉さんと遊ぼう・ 

子育てよろず相談・お悩み別ママの会[乱暴]・まほろば親子教室(＊共同募金事業) 

 

７月 

 

裁縫講座・発達・育児相談・布おもちゃ作り・ヨガをしよう・1歳ママ集まれ・お兄さんお姉さ

んと遊ぼう・助産師さんと話そう・バスに乗ってお出かけ水遊び 

子育てよろず相談・お悩み別ママの会[頑固]・まほろば親子教室(＊共同募金事業) 

 

８月 

 

裁縫講座・発達・育児相談・布おもちゃ作り・ヨガをしよう・バスに乗ってお出かけハイハイ

からたっちのママ集まれ 

子育てよろず相談お悩み別ママの会[友達との関わり] 

まほろば親子教室(＊共同募金事業) 

 

９月 

 

裁縫講座・発達・育児相談・布おもちゃ作り・ヨガをしよう 

助産師さんと話そう・０歳児ママ集まれ（～１０ヶ月）・保健師さんの身体測定と手作りみそ

の試食会 

子育てよろず相談・お悩み別ママの会[じっとしていない]・まほろば親子教室(＊共同募金事業) 

	 

10月	 

	 

発達・育児相談・布おもちゃ作り・ヨガをしよう・２歳児ママ集まれ・ 

バスに乗ってお出かけ(さつまいも堀り) 

子育てよろず相談・お悩み別ママの会[ことばがでない]・まほろば親子教室(＊共同募金事業) 

	 

11月	 

	 

発達・育児相談・布おもちゃ作り・ヨガをしよう 

助産師さんと話そう・バスに乗ってお出かけ(秋葉山公園)・１歳児ママ集まれ 

保健師さんの身体測定と無農薬みかんでジュース作り 

おやこでいっぱいあそぼうーアトサキ７にて 

子育てよろず相談・お悩み別ママの会[頑固]・まほろば親子教室(＊共同募金事業) 

	 

12月	 

	 

発達・育児相談・布おもちゃ作り・ヨガをしよう 

手作りケーキで小さなお茶会（クリスマスのパネルシアターとおはなし会） 

子育てよろず相談・お悩み別ママの会[頑固]・まほろば親子教室(＊共同募金事業) 

 

１月 

 

発達・育児相談・布おもちゃ作り・ヨガをしよう 

助産師さんと話そう・おめでとう！！わとと新年会・子育てよろず相談 

お悩み別ママの会[友達との関わり]・まほろば親子教室(＊共同募金事業) 

 

２月 

 

発達・育児相談・布おもちゃ作り・ヨガをしよう・３歳児ママ集まれ 

保健師さんの身体測定とみその仕込み・子育てよろず相談 

お悩み別ママの会[じっとしていない]・まほろば親子教室(＊共同募金事業) 

 発達・育児相談・布おもちゃ作り・ヨガをしよう・助産師さんと話そう 
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３月 

 

バスに乗っておでかけ（日本平動物園）・お悩み別ママの会[ことばがでない] 

子育てよろず相談・まほろば親子教室(＊共同募金事業) 

そ の

他 

継続型一時保育の子どもの簡単クッキング、散歩に広場利用の親子が参加した。 

 

 
３	 子育て支援センター利用状況 
 
 

施設 

開放（日） 
親（人） 子（人） 計（人） 

新規利用者 

 
電話相談

（件） 

来園相談 

（件） 
親（人） 子（人） 計（人） 

4月 ２０ １６０ １６９ ３２９ ２３ ２３ ４６ ０ ２７ 

5月 ２１ ２６３ ２６５ ５２８ ５０ ５１ １０１ ２ ４２ 

6月 ２１ ２５５ ２５７ ５１２ ３０ ３０ ６０ ０ ４８ 

7月 ２１ ２５１ ２５８ ５０９ ３１ ３３ ６４ ２ ２１ 

8月 １８ ２０２ ２１１ ４１３ ２５ ２６ ５１ １ ３５ 

9月 １９ ２９１ ３１６ ６０７ ３９ ４０ ７９ ０ ４６ 

10月 ２２ ２４２ ２６２ ５０４ ３１ ３７ ６８ １ ２３ 

11月 ２０ ２３１ ２３４ ４６５ ９ ８ １７ ０ １６ 

12月 １７ １２４ １３８ ２６２ １８ ２０ ３８ ０ ２１ 

1月 １８ ２０６ ２２６ ４３２ ２５ ２７ ５２ ０ ２２ 

2月 １９ １７４ １９３ ３６７ １３ １５ ２８ ０ ２９ 

3月 １９ １５１ １７２ ３２３ １３ １３ ２６ １ ２７ 

合計 ２３５ 2550 2701 5251 307 323 630 7 357 

 
 
 



 2 

 
 

 


