
都道府県 支援先団体名 事業名

1 北海道 フロンティア・キッズ・春光台（FKS） あつまれ！！フロンティア・キッズ

2 北海道 アートキューブ（網走障害者芸術文化協会） フォトスケッチ『キッズ・アイ』

3 北海道 北海道学習障害児・者親の会　クローバー 療育キャンプ・レクリェーション

4 北海道 P-connection（ピーコネクション） 大学生の小学生に対するヒーロースクール

5 岩手県 大形手作り紙芝居　さくらんぼの会 ひよこ教室参加推進事業（在宅未満児への紙芝居出前上演）

6 宮城県 美楽光をつくる会 知的障害児と健常児の親子を対象としたアートワークショップ事業

7 宮城県 マザーズ・リング（子育て支援サークル） 子育てママのリフレッシュ・サロン

8 福島県 図書ボランティア“本はともだち” 小学生への本の読み聞かせと図書室の本のキラキラ・ボランティア

9 福島県 フリースクールみんなの居場所「るぽくま」 子供の健やかで希望ある将来を支援する会相談会及び家庭訪問

10 茨城県 特定非営利活動法人　水戸共に育つ会 障がいを持つ子の学校介助ボランティアの募集・育成・派遣事業（学校生活サポーター）

11 栃木県 ゆずりは 軽度発達障害児者へのソーシャルスキルトレーニング事業

12 群馬県 群馬県助産師会　伊勢崎支部 おばあちゃんのための孫育て講座（おばあちゃん学級）

13 埼玉県 わくどきステーション 世代間の交流を生かした子育て応援紙作成

14 埼玉県 母歯ネットワーク
（１）食育七夕パーティー・輪になって遊ぼう（平成17年6月30日）
（２）食育クリスマスパーティー・子供を囲んだ食卓の輪（平成17年12月8日）

15 埼玉県 蕨市母子愛育会 地域みんなで子育てサポート事業（子育て仲間をつくろう！）

16 埼玉県 親子スキンシップサークル 親子のふれあいを大切にした遊び場の提供

17 埼玉県 親の会　ひまわり 軽度発達障害児への支援を考える

18 埼玉県 八潮おもちゃの病院 八潮おもちゃの病院

19 千葉県 特定非営利活動法人　教育支援三アイの会 地域の子どもと大人の心を結びつける語らい活動

20 千葉県 継母支援団体ベル・メール
継母・プレ継母のためのワークショップとステップファミリーにおける夫婦のためのワーク
ショップの開催

21 千葉県 特定非営利活動法人　市川おやこ劇場 親子でいっしょに劇あそび　想像力発見！

22 千葉県
障害児学童保育　障害児在宅介護支援施設　やちまた放課後クラブ
ぶらんこ

障害児と地域に住む子供たちとの地域交流「障害児と子供達で一緒に遊びましょう」

23 東京都 視覚障害者の読書環境を考える会「Kサポート」 盲学生の学習支援の為のテキストデータ作成

24 東京都 HUGネットワーク 母子の孤立化解消及び多世代交流のための地域サロンスタッフ養成事業

25 東京都 マ・ミューズ 母親のリフレッシュ支援事業

26 東京都 地域のふれあい、たすけあい・交流の場　とねりこ 遊ぶって楽しいよ（子どもと遊んでみよう）

27 東京都 母と子のサロン ０歳～１歳までの第一子を持つ母親を対象としたグループワーク

28 東京都 新宿HAHAha倶楽部 「新宿子育てガイド」増刷事業

29 東京都 特定非営利活動法人　西荻まちメディア 野外アート展「親子ワークショップ＆アートツアー」イン・善福寺公演

30 東京都 「みんなのおうち」 親子体験プログラム「トンカチツアー」事業

31 東京都 子育てヘルパー遊☆きっず倶楽部
母親と子どもの愛を育む「サインワーク」開発プロジェクト　～ベビーサインとコーチングで
楽しい子育て～

32 東京都 メディア・ワークス 聴覚障害児の心を育む音楽ワークショップ＜響きの歌＞

33 東京都 東京女子大同窓会奉仕グループ「あじさい」 弱視児童のための拡大写本製作

34 東京都 はぴはぴ　キッズ 離島の子供たちにオモチャ図書館をプロジェクト

35 東京都 はぐはぐ ベビーボンディング・歌の会・食の会

36 東京都 砧・多摩川あそび村 身近な自然と子どもが共生する、出会いと発見の体験遊び場づくり

37 東京都 18トリソミーの会 第3回18トリソミーの会公開セミナー

38 神奈川県 きょうだいの会 障害児のきょうだいに対するメンタルケアのグループ活動

39 神奈川県 たすけあい別所チャイム ほっと・ハウス

40 神奈川県 特定非営利活動法人　やまゆり 保育園園児防犯啓蒙ボランティア

41 神奈川県 NPO法人　よこはまチャイルドライン チャイルドライン＝18歳までの子どもがかける電話事業

42 長野県 ながの子どもを虐待から守る会 電話相談事業（子ども虐待ホットライン）

43 岐阜県 まちづくりワーキングスタッフ （仮称）子どもみこし大会

平成１７年度（第１１回）キリン子育て公募事業 公募助成先一覧



都道府県 支援先団体名 事業名

平成１７年度（第１１回）キリン子育て公募事業 公募助成先一覧

44 岐阜県 恕心の会 不登校・引きこもり・非行生等の研修事業

45 静岡県 浜松アトピーの会 アレルギー児防災活動のあり方を提言・普及する事業

46 静岡県 ぱんぷきん 絵本の読み聞かせと、読み聞かせ啓蒙活動

47 愛知県 「きりんの会」 地域の小中学校で学ぶ視覚障害児童の点字教科書作成事業

48 愛知県 特定非営利活動法人　子どもの虐待防止ネットワーク・愛知 映画を観て考えてみよう虐待のこと事業

49 愛知県 すくすくウォーカーズ すくすくwalker発行とすくすくEnjoyの開催

50 愛知県 特定非営利活動法人　おやこでのびっこ安城 チャイルドライン　　はーとの受け手の養成と支え手の育成

51 愛知県 子育てネットワーカー“ぶらんこの会” 子供の健全育成に関する活動する子供情報誌ちゃいるど

52 三重県 子育て支援ボランティア・おじゃまる広場 子育ち・子育てを地域で見守り支える事業

53 三重県 アレルギーっ子の会　ぽかぽか アレルギーを持つ子どもとその親への支援事業

54 三重県 小児ぜんそく友の会　てくてくの空 小児喘息を学び自分の子どものだけの家庭看護師（パパ看ママ看）になろう

55 三重県 子育て支援グループ　いいから あかちゃん中心の子育て育成事業Encouragement of Baby Centered Nurture

56 滋賀県 子育てサークル　マミーズ倶楽部 親同士のコミュニケーション・情報交換の場

57 滋賀県 キッズクラブ 子どもとおうちではできない遊びをしよう！　未就園児と親のための遊びと交流の広場開催

58 京都府 桜が丘一丁目育児サークル　さくらっこ 「いいお産」の学習会

59 京都府 おはなくらぶ おはなくらぶ

60 京都府 子育て支援隊　あっとまーく 親と子の交流の場を地域に広げる子育て支援事業

61 京都府 特定非営利活動法人　京都親子支援センター・チャレンジクラブ 『親子野遊び講座　Let'sチャレンジ』

62 大阪府 育自サークル　ぷらねっと 子育てグループ（サークル）体験「子育て広場」と世代交流

63 大阪府 きょうりゅうクラブ 障害児・者スキーツアー

64 兵庫県 リーフグリーン ぼくの町・わたしの町でスタンプラリー

65 兵庫県 子育て支援グループ「スマイル」 子育て支援者養成講座の開催

66 兵庫県 ウィメンズネットこうべ シェルターに入居中の子供のケアをする保育ボランティアの養成

67 兵庫県 ひょうご自然教室 月例自然観察会

68 兵庫県 西神自閉症児の母の会 自閉症講演会　定例療育教室（自閉症児向けの水泳教室）

69 兵庫県 すだち 自閉症児を始めとする様々な障害を持つ子どもの託児ボランティア

70 奈良県 瑠璃 さわる絵本の制作と普及事業

71 奈良県 「おひさま広場」～心のふれあい・つながり・仲間づくり～ 自然体験・冒険・探検・野外活動「あおぞらくらぶ」

75 和歌山県 和歌山県難病の子ども家族の会 輝け・病気の子どもたち！リゾートキャンプ事業

76 島根県 いわみ女性の集い 子育て情報誌「ひまわり」7号の発行と配布

77 広島県 はっぴいきっず 知的障害児の余暇活動（自主保育活動）

78 広島県 特定非営利活動法人　ナチュラルビレッジ 発達障害児への正しい理解とロープレイによる対応（仮題）

79 広島県 障害児のためのサマースクール 障害児に夏休みを楽しく過ごしてもらうための支援事業

80 山口県 宇部おもちゃ病院 子供たちの心を育むおもちゃ病院

81 徳島県 こもれび こもれびボランティア活動

82 愛媛県 障害のある子どもとその家族の支援　Via Cuore（クオレ）の会 障害を持つ子どもと家族への支援活動

83 福岡県 フリースクール　風の里 学校に行けない子ども達の相談にのり支援する事業

84 福岡県 星の子応援・マミーハンド 里親啓発事業

85 福岡県 たかとりっ子サロン おいでよ高取へ！　子育て支援マップを作ろう。

86 佐賀県 子育て支援ネットワーク　鬼塚　わんぱくキッズ 子育て支援ネットワーク鬼塚　わんぱくキッズ

87 長崎県 フリースペースふきのとう 不登校入門地域講座と第2回子どもサミット事業

88 長崎県 長崎グッド・トイ委員会
乳幼児とその保護者を中心に世界中の優れたおもちゃを紹介、体験する“グッド・トイ展”の
開催

89 熊本県 特定非営利活動法人　地域通貨杉っ子運営会 地域通貨を使った介護予防ネットワーク
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90 宮崎県 ふれあお会 障害児、未就学児の親子を対象とした交流の場づくり

91 宮崎県 特定非営利活動法人　マザーズ・ハウス 食育クッキング

92 鹿児島県 人形劇サークル　MOMO（もも） 離島の子ども達への文化支援～お母さんからの人形劇プレゼント～

93 鹿児島県 こども病院　すこやかスクール 自然と親しむ（自然を通じ地域の伝統行事体験とお年寄りとの交流）

94 鹿児島県 特定非営利活動法人　ヘルスプロモーションかごしま チェリー（親子）チアポンポン教室事業
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