子育て応援団レター

NO.５（H30.11.1 発行）

寒くなってきました。この時期になると、子育て中のお母さん達からいつも聞かれる言葉が、｢冬に遊べる
室内の場所ってないんですか？」。そんな要望に応えるべく、12 月 1 日、中島町に、待望の生涯学習センタ
ー(愛称：きらん）がいよいよオープンします。１階には、軽運動もできる広い子どもの遊び場や、図書スペ
ース、多目的に使えるフリースペースがあります。２階は、市民活動センターのほか、和室･研修室･音楽スタ
ジオ･料理スタジオ･工芸スタジオなどの貸館スペースがある複合の施設です。
オープニング記念として、毎年多くの子育て応援団が参加する人気イベント「子育て応援 EXPO2018」が､
12 月 8・9 日の２日間､ここで開かれる予定となっています。当日の、寒さを吹き飛ばすような親子連れの笑
顔が､今から楽しみですね。

10 月２５日現在

子育て応援団登録数

２３０ (企業・団体・商業者・個人など）

市からのお知らせ
〇助成金は、平成 3１年 3 月 31 日までに申請を！
前回もお知らせしましたが、平成 29 年度までに登録した団体には、子育て応援の活動にかかった経費の
一部として、市が１万円まで助成します。まだ助成金を申請していない団体は、来年 3 月 31 日までに、申
請をお願いいたします。
※今年度からこの制度がなくなり、4 月以降に登録した団体は適用になりません。ご了承ください。

〇市の子育て事業の PR をしていただける応援団を募ります！
市では、子育て応援プランとして、たくさんの子育て支援事業を実施しています。これらの事業について
は、広報むろらんや市の HP、新聞等を通じて、市民に周知 PR をしているところですが、子育て世帯への、
なお一層の周知をしたいため、応援団の皆様のご協力をお願いしています。
市からの情報を、会社の HP、あるいは社内誌で、また自分たちの
団体のフェイスブックやツイッターなどで PR していただける、とい
う応援団がいましたら子育て支援課までご連絡をお願いいたします。

〇取り組み事業が決まったら、連絡してください！市が PR します。
子育て応援の取り組みの日程が決まりましたら、広報むろらんや市の HP、FM びゅー、報道機関などを
通じて周知しますのでお知らせください。取り組みはイベントに限らず、子どもたちのための寄付やボラン
ティア活動など、子育てを応援するものなら何でも結構です。よろしくお願いいたします！

〇子育て支援や、子育て応援団についてのご意見･要望を、お寄せください！
皆さんが子育て支援活動をする中で、気がついたことや、こんなことをしては､等のアイデアがありました
ら、子育て支援課計画推進係まで、どんどんお知らせください。お待ちしています。

上記お知らせについての問い合わせは、子育て支援課計画推進係まで
☎５０－５１０１ Fax２５－２４０１
メール kodomo@city.muroran.lg.jp

私たちは、こんな取り組みで子育てを応援します！！

応援団登録団体の来年２月までの取り組みで、現在市が把握しているものを紹介します（市に情
報提供されたもののみを掲載していますので、ご了承願います）。
ほかに、子育て応援の事業を予定している登録団体等は、室蘭市子育て支援課までご連絡ください。
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応援団の皆様から
お知らせです

☆住まいのウチイケ研修センターを無料で貸し出します～(株)住まいのウチイケ
八丁平にある､当社の研修センターを子育て団体などに無料で貸し出しています。
親子イベントやママ友の集まりなどにご利用ください(営利活動の場合は不可）。貸し出しは、利用
日の 1 週間前までにご予約をお願いします。利用希望の方は、お気軽に住まいのウチイケまでご連
絡ください。
〈詳細〉住まいのウチイケ 総務グループ ☎ 0143-42-4118

子育て応援団を紹介します！
今回は、企業・市民団体をご紹介します。

(株)中田商会（応援団登録第 218 号）
(代表 中田

室蘭子ども劇場 (応援団登録第 204 号）

富久 ）

企業として、陰に日向に支えたい
弊社は、市からの委託を受けてスクールバスの運行
やスクール児童館の運営など、子育てに関わる仕事を
幅広くさせていただいています。社内の取り組みでは、
就業規則のほかに｢育児･介護休業に関する規定」を定
め、働く方が安心して子育てできる環境づくりに努め
ております。
また社外的には､親子交流の機会を
増やしていただければと、わずか
ではありますが毎年近隣町内会の
｢子供神輿」に寄付という形で協力
させていただいてるほか本社前の
通学路の清掃（冬場は除雪）を毎朝行うとともに､花
壇を作って､子どもたちが安心して学校に通うだけで
はなく、目でも楽しんでもらえるようにしています。
夏の盛りは過ぎてしまいましたが、最盛期には色と
りどりの花が咲き誇りますので､近くをお通りの際は
是非ご覧になって下さい。
微力ではありますが、これからも地域に根ざした
企業として、子どもたちと子育て中の皆様を､陰に日
向に支えていけるよう､努力して参りますので､よろ
しくお願いします。(事務局から…企業の地域貢献はま
ちづくりの力強い味方。今後ともよろしくお願いします）

（運営委員長

佐藤 みゆき ）

子どもを育てる地域を 自分たちで豊かに
子育て頑張っている。お仕事も頑張っている。でも自
分に自信がない。子どもに本当に必要なものって何だ
ろう？そんな悩めるお母さんにこそ届いてほしい！
子ども劇場は、1966 年に福岡で誕生した子育ての会
です。テレビが普及し､子どもたちが外で仲間と群れ遊
ぶことがなくなってきた頃、これでいいのだろうかと
心配になったお母さん達が､一人ひとりに声をかけ､立
ち上げ、日本中に広がりました。
舞台鑑賞と、自分たちで楽しい
ことを企画して遊ぶ自主活動
を二本の柱に活動しています。
生の舞台に触れると心が大きく
動き､人と関わる中でコミュニ
ケーション力や豊かな心が生ま
れます。
「親子で入会」が基本です。大人も子どもも、一人ひ
とりが会費を出し合って､みんなの手で運営していま
す。行政や企業に任せるのではなく、自分たちで作り合
うことは、子どもを育てる地域が豊かになると信じて。
地域で一緒に子育てする仲間に出逢えますよ！
(事務局から…生の舞台鑑賞で子どもたちはきっと何か
を感じるはず。その「何か」が人生の宝物だと思います）

Office ホシサトミ （応援団登録第 231 号） （代表 星 さとみ ）
人と人を結びつけながら、室蘭で楽しく過ごすお手伝いを
こんにちは♪楽しいことが大好きなホシサトミです(^^)。イベント企画運営やセミナー講師として活動してお
ります。室蘭に住み 15 年が経ちました。引っ越してきた当時は、室蘭には何もない・・と思っていましたが(ご
めんなさい^^;)、子供を２人育児する中で、室蘭の魅力をたくさん見つけることが
できました！遊べる自然も多いこと、魅力ある建物がたくさんあること、技術を持
っている人が多いこと。どうして今まで見えてこなかったのだろうと思う程、たく
さんの魅力に気が付きました。
私はこの仕事を通して、人と人とを結び付けていきたい、そして、せっかく室蘭に住んでいるのだから、今
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身の回りある価値を活かし、ここで生活することを誇りに思って楽しく過ごしていきたいと思い、
「こども習い
ごといろいろ体験会」や「Muroran Select（中ページの取り組み一覧参照）
」などのイベント企画運営をして
おります。そして私自身の活動が、お母さんが行動を起こすことへの勇気を与えられたらなと思っております。
もしかしたら皆様のお力をお借りすることもあると思いますが、これからもどうぞよろしくお願いいたします。
(事務局から…バイタリティーのある方で、持ち前の笑顔と行動力で個々に活動していた応援団を結びつけ、大きな
ネットワークができつつあります。感謝、です！）
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