
埼玉県の子ども食堂に対して、学習支援と体験活動の派遣を始めます。
詳しくは、「こども応援ネットワーク埼玉」のサイトをご覧ください。

子供の居場所づくりを応援します子供の居場所づくりを応援します

アドバイザーの派遣や現場での

実地研修で居場所づくりを応援します。
アドバイザーの派遣や現場での利用

無料

①インターネットから　　
　　下記URLまたは右記のQRコードにアクセスして申込みフォームに入力して送信
　　　URL：https://forms.gle/Rs1BUCpWT1vioVtH6
②お電話から　
　　事務局にお電話下さい　※平日10時～15時　※事務局のご連絡先は裏面をご覧ください。

派遣・実地研修のお申込みは

無料塾 プレイパーク 多世代交流拠点子ども食堂 フードバンク
フードパントリー

実地研修で居場所づくりを応援します。

子供の居場所づくり推進事業

「こども応援ネットワーク 埼玉」 https://kodomoouen.pref.saitama.lg.jp/

令和3年度からの新しい取り組み
～学習支援・体験活動派遣～

子供の居場所ができるまで

埼玉県マスコット
コバトン・さいたまっち

埼玉県福祉部少子政策課 こどもの未来応援担当
〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1
TEL 048-830-3348/FAX 048-830-4784
Email kodomoouen@pref.saitama.lg.jp

埼玉県内に子供の居場所をつくりたい皆様へ
事業説明会をご利用下さい。

埼玉県内に子供の居場所をつくりたい皆様へ
事業説明会をご利用下さい。

アドバイザーの派遣や実地研修について、具体的にご説明する事業説明会を事務局で開催しています。
今年度は、オンライン参加も同時にできます。

説明会後には、アドバイザー派遣や実地研修の申込もできますのでお気軽にご利用ください。

●埼玉県子供の居場所づくり推進事業への　お問合せ・お申込み・ご相談などは下記へ●

事務局への連絡先事務局の連絡先 NPO法人新座子育てネットワークNPO法人新座子育てネットワーク
E-mail：saiibasho@ccn.niiza-ksdt.com　☎070-1455-0017E-mail：saiibasho@ccn.niiza-ksdt.com　☎070-1455-0017

FAX：048-482-5731　　〒352-0017埼玉県新座市菅沢1-4-5-2F

●アドバイザー派遣　　　　　　　　　 175回
●実地研修　　　　　　　　　　　　　　45回

アドバイザー派遣を受けた人の約９９%が
「大変良かった」「少し良かった」と答えています

アドバイザー派遣を受けた人の約９７%が、
この制度を「大変勧めたいと思う」「少し勧めたいと思う」と答えています

実地研修の体験者の約96％が
「大変良かった」「少し良かった」と答えています

●大変良かった
●少し良かった
●どちらともいえない

●大変勧めたいと思う
●少し勧めたいと思う
●どちらともいえない

●美里町「みさと♡子ども食堂みんな一緒」
●吉見町「しいの木ひろば」
●富士見市「鶴瀬西交流センター まんぷく食堂」
●草加市「シルバー人材センター 結び」ほか

●子供の貧困問題と子供の居場所の基礎知識
●子供の居場所づくりの心構え
●子供の居場所の立ち上げ
●運営方法、実践活動事例の紹介
●地域のステークホルダーとの関係づくり
などをアドバイス

●大変良かった
●少し良かった
●どちらともいえない

子供の居場所の
現場で学びたい子ども食堂を

作りたい
フードパントリーについて

知りたい

どんな居場所の
活動があるのか
知りたい

チラシや
ホームページづくりを

学びたい

衛生管理を学びたい
現在運営している
居場所に関して

アドバイスが欲しい

子供たちの力になりたい！
そんなあなたの力になる、アドバイザーさんをご紹介！

事業説明会の詳細・お問い合わせ・お申し込みはこちらへ
第3回目以降の事業説明会の日程など、ご確認ください。

https://sites.google.com/ccn.niiza-ksdt.com/saiibasho

■開催日：5月28日（金）
■時　間：10:30～11:30

個人・
市民グループ

子供の居場所を
作りたい！

STARTSTART

子供の居場所づくりに
必要な助言・情報提供、

地域のステークホルダーとの
関係づくりを支援

アドバイザー派遣
（1回目・2回目）

個人・市民グループ内で
話し合いと準備

実地研修
（3回まで）
アドバイザーが
運営する

子供の居場所で
ボランティア体験

●R2年度コーディネート●アドバイザーの役割

アドバイザー派遣を利用し
　開設した居場所

アドバイザー派遣を利用し
　開設した居場所

●R1年度・R2年度の利用者アンケートより

●想像できること以外の実際に発生するトラブルや困惑などについても教えて頂き勉強になりました。
●漠然としたイメージがより具体的になりました。
●的確なアドバイスを得て、安心して準備を進めることができました。
●二年続けてこの制度を利用させて頂いております。いずれもこの制度がなければ始められなかったことばかりです。
●右も左も分からない状況からのスタートだったので、こうしてコーディネートしていただけたのが、非常に心強かったです。

事務局へ連絡
お問い合わせ

オンライン参加と会場参加のいずれかで参加できます。

子供の居場所 OPEN!

子供の居場所 OPEN!

第１回 ■開催日：6月29日（火）
■時　間：10:30～11:30

第２回

＜参加方法＞　下記のいずれかをお選びください
■オンライン参加：Zoom　※招待メールにてURLをお知らせします。
■会場参加：会場へお越しください。※会場定員：6名
　     　　　   会場 /NPO法人新座子育てネットワーク　
　     　　　   新座市菅沢1－4－5－2階（最寄駅　武蔵野線「新座駅」）※駐車場なし
　     　　　   https://goo.gl/maps/tFc6RQWaiSd6RhzP7

＜申し込み方法＞　
①下記サイトにアクセスし、お申し込みフォームにて
②お電話（070-1455-0017）にて

8.6%

90.5% 87.1%

●子供の居場所オープンの数　 40件●子供の居場所オープンの数　 40件

 10.3%

90%

6%



団体登録
アドバイザー
①団体名 ②代表者名 
③専門分野 ④コメント　

個人登録
アドバイザー
①名前 ②所属名 ③専門分野 
④所在地 ⑤得意な事
⑥コメント

「ボランティアや寄付を集めるには？」「自
分たちの活動を知ってもらうには？」こん
な時に、広報はとても大きな役割を果たし
ます。子供の居場所づくりのために頑張る
団体をサポートします。

①アクシュア株式会社
②田中 恵理
③広報・IT
④予算ゼロ円からの広報戦略

生活困窮世帯の子供たちを対象に「家庭に出向
く」「学習教室で個別に学習支援」を柱にした活
動を実施しています。基礎学力をつける、進路
を拓く、互いに支え合って生きる力を身に付け
るための実践を行っています。

①彩の国子ども若者支援ネットワーク
②土屋 匠宇三
③学習支援
④貧困の連鎖を断つ家庭訪問、学習・生活支援

社会福祉の援助が必要な方々への生活援助と権
利擁護活動を行っています。ソーシャルワーカ
ーの専門性を活かし、問題を抱える方々への相
談事業を展開し、関係機関との連携を図りなが
ら問題解決の支援にあたります。

①埼玉県社会福祉士会
②本橋 朝子
③ソーシャルワーク
④県民福祉推進と社会福祉士の専門性向上

子供が豊かに遊び育つ社会環境づくりを目指し、
埼玉県内で冒険遊び場（プレイパーク）づくりを
行っている団体同士の交流、ノウハウの交換、情
報提供・相談・コーディネート・立ち上げ支援な
ど中間支援を行っています。

①埼玉冒険遊び場づくり連絡協議会
②佐藤 美和　
③プレイパーク
④子供の遊び場＝居場所を地域につくろう！

運営に関する情報収集やスキルアップに向
けて、子ども食堂間のつながりや、行政・
関係機関との連携など、市町村社協と協力
してネットワークづくりを支援。保険や助
成に関する相談もお受けします。

①社会福祉法人埼玉県社会福祉協議会
②山口 宏樹
③ネットワークづくり
④地域の子供の居場所を応援します

子供の居場所づくりの実践者と連携して、埼玉
の子供のために頑張ります。アドバイザーとし
ては、食品ロス削減や、食育、フードバンク事
業の意義を知って戴き、ボランティアとの連携、
地域のつながりの必要性を提案します。

①フードバンク埼玉
②代表理事/豊島亮介　理事/永田
信雄③フードバンク
④子供がしっかり育つための食品提供を

孤立した家族を訪問して傾聴し協働す
る訪問型支援ホームスタートの立ち上
げ相談や、家族に寄り添う傾聴研修等
の提供を行います。気軽にご相談くだ
さい。

①埼玉ホームスタート推進協議会
②近澤 恵美子
③傾聴と協働の訪問型支援　　
④傾聴と協働で子育て家族に寄り添おう

生活者に身近な、顔が見える活動が私たち
のモットーです。窓口は各地に、管理倉庫
は合同で規模を確保しながら組織的に、地
域の方々や社会資源とネットワークを作り、
「食のセーフティネット」の役割を目指します。

①フードバンクネット西埼玉
②丸茂 真依子
③フードバンク
④地域の「食のセーフティネット」に

①佐藤 匡史 
②川口こども食堂
③子ども食堂・フードパントリー④川口市⑤子ども
食堂・フードパントリーの立ち上げ・運営、広報・IT化支援
⑥コロナの中でも活動を止めない為の運営継続ノウハウをお伝えします
民間企業での人事総務・広報業務を通して培った知見
を、非営利組織運営に応用させ、 
課題を一つ一つ乗り越えて来た
経緯があります。コロナの中でも
活動開始・継続を諦めないために
今何ができるのか、という観点で
お手伝いさせていただきます。

①浅見 喜代子
②認定NPO法人カローレ
③子ども食堂④鶴ヶ島市⑤子ども食堂、
学習支援、居場所づくり、パントリー支援
⑥子供たちの育ちを応援します
地方公務員を定年退職後、鶴ヶ島市に働
きかけ、子ども食堂を立
ち上げました。困ってい
る子供たちや家庭に救い
の手を！をスローガンに
地域の篤志家とともに活
動しています。

①東海林 尚文
②富士見みんなでプロジェクト
③子ども食堂④富士見市
⑤市民活動の立ち上げ、イベント企画
⑥みんなで始めましょう！繋がる未来のために
スタッフには、調理師、野菜ソムリエ・プロや
保健師などがおりますので様
々なニーズに対応できます。
毎回様々なジャンルのスペシ
ャリストをお招きして子供た
ちに体験をしてもらうイベン
トを開催しています。

①池田 弓子
②ホットほっとタイム
③子ども食堂④上尾市
⑤食事作り、組織作り
⑥心もあたたかくなる居場所
私の子育て時代はたくさんの方々の応援で成り立
っていました。今応援できる立
場になって、新しいかたちの地
域の居場所づくりに取り組んで
いたいきたいと思っています。
心も体も栄養がとれる子ども食
堂を広げられたらと思います。

①両角 小夜子
②わ・和・輪の会
③子ども食堂・フードパントリー④朝霞市
⑤傾聴、子ども虐待防止サポーター
⑥来場される人の心のふるさと
大手企業に３３年勤め、定年後、福祉の勉強
し、介護福祉施設に勤務。週
５回、自社店舗を利用して子
ども食堂を提供しています。
子供たちの居場所、心の健康
とともに、食を通してふるさ
とを提供しています。

①安永 康枝
②子ども食堂さといも
③子ども食堂④狭山市
⑤人と話すこと
⑥ひとりでできないことも
コロナ禍で近隣市、市内の子ども食堂、
学習支援団体、パント
リーの方々と連携しま
した。たくさんの学び
がありました。子ども
食堂をやっていてよか
った！！

①田中 一永
②NPO法人イエローハーツ
③子ども食堂・フードパントリー
④深谷市⑤料理
⑥健やかな成長とおだやかな暮らしを守りたい
子ども食堂を2016年６月より始めています。最初
は食材や資金の調達にも苦労し
ました。今は利用者の方々も増
えて月２回の開催時には、各
80人くらい参加があります。
ボランティアさんは20人くら
いの登録があります。

①清水 徹
②弁護士
③法律相談④東京都武蔵野市⑤NPO支
援、子供の人権、離婚、交通事故など
⑥法律問題はお任せください
「子供の居場所」を運営する際に法的アドバイ
スが必要な場面があります。
法的サポートはお任せ下さ
い。学校での体罰・いじめの
問題、親御さんの離婚・養育
費の支払など子供に関するト
ラブルにも対応致します。

①藤井 美登利
②埼玉県共助仕掛人/ＮＰＯ代表
③地域づくり・資金調達④川越市⑤市民活動
たちあげ、多世代交流、親子きもの体験など
⑥ひと・資金・行政・企業などをつなげます
埼玉県共助仕掛人・ファンドレイザーと
して、「共感」をもとに行
政、企業ＣＳＲなどをつ
なげます。埼玉県NPO基
金、民間助成金、クラウ
ドファンディングなどの
ご相談もお気軽に。

①村野 裕子
②NPO法人子育て家庭支援センターあいくる
③子育て支援広場、子ども食堂④入間市⑤親子の居
場所づくり、ネットワークの構築
⑥楽しい気持ちがみんなを繋ぐ
親も子供も主役になれる居場所づくり
を実施。屋外での遊び場
づくりも得意。こども食
堂ネットワークいるま会
長として、居場所同士や
地域企業との繋がりを構
築しています。

①田村 信征
②羽生の杜
③子ども食堂、フードパントリー
④羽生市⑤組織づくり
⑥みんなの食堂を目指して！
子育て世代の親子、高齢者の孤食、外
国人家族、障がい者が
垣根を越えてともに集
い一つの食卓を囲む楽
しさと豊かさを実現し
ていきたい。

①高橋 亜紀
②NPO法人にこにこmama's
③食育、栄養、子ども食堂、フードパントリー④鴻巣市⑤食育、子
ども食堂、フードパントリー立ち上げ、継続維持のアドバイス全般
⑥食を通した地域づくり！
日本栄養士会認定栄養ケア・ステーションの地域の食の居場所づく
りとして、地域食堂「まちのごはんやさ
ん」とフードパントリーを実施していま
す。様々な地域のつながりで支援の輪を
構築させて、笑顔の輪を広げていきまし
ょう。「食べることは笑顔！」をモット
ーにアドバイスをさせていただきます。

埼玉県内で主に子育て世帯を対象としたフ
ードパントリー活動を行っている団体のネ
ットワークです。食品の衛生管理等の活動
の理念やノウハウを中心にフードパントリ
ーの立ち上げをサポートします。

①NPO法人埼玉フードパントリーネットワーク
②草場 澄江
③フードパントリー
④子育て世帯の「食」を支援します

子ども食堂が増える中、個々に問題抱え、相
談する仲間もみつけられない方もいます。子
ども食堂を運営し心を寄せる方々が一堂に会
し、情報交換、学校・地域社会・行政・企業
との連携を目的に活動をしています。

①埼玉県子ども食堂ネットワーク
②本間 香
③子ども食堂
④多様化・拡充・スピードアップ・連携

食品衛生の向上を目的として発足し、食品衛生
に関する各種事業を展開している団体です。食
中毒予防の啓発、食品衛生に関する講習、食品
関係施設の検査、検便、食品の検査、営業許可
などのお手伝いをいたします。

①埼玉県食品衛生協会
②橋本 利弘
③衛生管理
④衛生管理を徹底し、安全な食事の提供を

三芳町社会福祉協議会では、困難を抱える世帯
や児童へ寄り添いながら学習支援や子ども食堂
をおこなっています。子ども食堂セミナーを開
催し、三芳町全体に食を通じた居場所が沢山で
き、だれもが一人ぼっちにならない町づくりを
目指し職員一同日々奮闘しております。

①三芳町社会福祉協議会
②篠原 拓平　③子ども食堂
④食を通じたまちづくり

気軽に栄養や食事のことを相談できる、
地域での顔の見える栄養士を目指し、栄
養相談や栄養指導、地域食堂の運営を行
っています。食育をはじめ、健康づくり
や疾病の予防改善のサポートをします。

①NPO法人にこにこmama's
②高橋 亜紀　
③食育・栄養　　
④健康は笑顔が理念です

貧困をはじめとする様々な困難を抱
え、孤立し将来への不安を抱えた子供
・若者たちのための地域に根差した居
場所づくりに取り組んでいます。

①NPO法人さいたまユースサポートネット
②青砥 恭
③学習支援、子供・若者支援
④困難を抱えた子供・若者支援、居場所づくり

①飯塚 結花
②NPO法人れでぃばーど
③子ども食堂④三芳町⑤イベント企
画、地域交流、食事作り、広報活動
⑥地域とつながる安心安全な居場所と食卓を！
保育士として１６年従事。2017年から子ども食
堂を設立。クラウドファン
ディング、助成金の活用、
地元企業や個人商店、生産
者など多くの繋がり、地域
で子育て支援の輪を広げる
秘訣をお伝えします。

①上蓑 礼子 
②チームひだまり
③子ども食堂、学習支援、フードパントリー
④川越市⑤地域の多世代交流の場づくり
⑥子供は地域の仲間、たから
多世代交流の場コミュニティカフェひだま
りで、学習支援、子ども食
堂、フードパントリーも実
施。弱者に優しい地域は誰
にとっても心地良い。住み
良い地域は自らの手でつく
るを合言葉に活動中です。

①古賀 和美
②三芳町社会福祉協議会
③子ども食堂④三芳町
⑤社会資源の開発、連携調整
⑥食を通じたコミュニティーで楽しい町づくり
三芳町社会福祉協議会職員。貧困・格差問題に
取り組む学習支援活動から、
母子家庭のサロンの開設、複
数の子ども食堂のプロデュー
スを手掛けました。困難を抱
える世帯の支援を地域ぐるみ
で行っています。

①山角 誓子
②じおんじこども食堂
③子ども食堂④さいたま市岩槻区
⑤食事作り、お菓子作り
⑥子供と楽しく夕ご飯を食べましょう！
子育てと介護が終わった時、残りの人生
を考えた答えが「子ども
食堂」でした。子供たち
と食事を作り食べるので
すが、沢山の失敗も沢山
の出会いもあり、とても
楽しいです。

①本間 香
②さいたま子ども食堂
③子ども食堂④さいたま市緑区⑤子ども
食堂立ち上げ全般・維持継続のアドバイス
⑥栄養バランスと季節感にあふれた食事
埼玉県子ども食堂ネットワーク代表。２級建築
士。陶芸家。誰でも参加でき
る子ども食堂を運営していま
す。大人の生き方、職業、体
験、得意技などを伝えること
で、子供たちに人生について考
えてほしいと思っています。

①柴田 郁夫
②一般社団法人地域連携プラットフォーム
③経営コンサルタント④志木市
⑤ファシリテーション
⑥ファシリテーター：キャリアコンサルタント
キャリアコンサルタントとして最上位資格の国家
検定キャリアコンサルティング
技能士１級を取得。とくにファ
シリテーションスキルが専門、
学童保育や学習塾、キャリア教
育、キャリアコンサルタント養
成講習などを手掛けています。

①吉田 浩之
②街づくり研究家
③マッチンコーディネーター④東
京都北区⑤ネットワークづくり
⑥よい体験が子供たちの明るい未来をつくる
寺社、公共施設、農地などで、子供たちの将来に
役立つものを体験できる機会
を提供しています。子供時代
の良質な体験が社会に出た時
に財産になると信じていま
す。よいものを知ることが明
るい未来をつくります。

①田中 恵理
②アクシュア株式会社
③WEBマーケティング④さいたま市大宮区⑤SNS
の活用方法、ホームページ制作、チラシ制作など
⑥”予算ゼロ円広報”を応援します！
SNSで広報活動をしたい方、ホームペー
ジを立ち上げたい方に、
やさしく丁寧に操作方法
や活用方法をレクチャー
いたします。スマホやパ
ソコンなどが苦手な方で
もご安心ください。

①浜薗 浩美
②こども応援団マイカ
③子ども食堂、フードパントリー、地域ネットワーク
④草加市⑤立上げ全般、活動継続、地域ネットワーク作り
⑥地域で子供を育てよう！！
本業の建築設計の傍ら、高齢者や障がい
者が活躍できる地域共生
社会を視野に入れて、子
供、子育て家庭,地域の課
題を地域の方々を巻き込
みながら解決にむけて実
施しています。

①清水 良浩
②多世代参加型子ども食堂 桂の食卓～桂ん家
③子ども食堂、フードパントリー④所沢市
⑤多世代交流、イベント企画、地域連携、認知症予防
⑥みんなで作ろう、食べよう、楽しもう！
孤立・孤食を防ぎ、小さなお子さんから学生・社会人・高齢者まで
『みんなでご飯を食べよう』というスタイ
ルで誰でも参加できる多世代参加型の子ど
も食堂を運営しています。子供でも高齢者
でも、互いに見守り合い支え合うことで健
康で安心して暮らし続けられる地域づくり
まちづくりをすすめていきましょう。

①坪田 大仁
②おせっかいな食堂 一般社団法人共生みらい研究所）
③相談支援（高齢者/障害者/障害児）
④朝霞市⑤身体を動かすこと、家事
⑥家族的な繋がりを地域社会へ
「想い」は人を変え、人を動かし、人
を繋げる力があると思い
ます。一人ひとりの「想
い」を大切に、皆で繋が
り、皆で作りあげる素敵
な居場所を作っていきま
しょう。

①戸恒 和夫
②一般社団法人すくすく広場
③子ども食堂④加須市
⑤野外活動
⑥ご近所の力で子ども食堂を
東日本大震災時、双葉町の避難家族の居場所づ
くり活動を継承。２０１６年か
ら子育て支援と子ども食堂づ
くりを目的に、昼食を含むあ
そびひろばと、小中高生勉強
会を開催、月1回、会員相互の
研修と相談もしています。

⑥みんなで食べるご飯はおいしい！
子ども食堂開始から３年、開催時には毎回子
供たちの声であふれていま
す。季節感のある栄養バラ
ンスにとんだ食事で生きる
力を養い、大人になって地
域の力として戻ってくれれ
ばと想っています。

①後藤 成美 
②東岩槻こども食堂
③子ども食堂④さいたま市岩槻区
⑤食事作り

①針谷 順子 
②NPO法人食生態学実践フォーラム
③食育・栄養④川越市⑤子供及び子
供支援者への食育
⑥子供の食事づくり力の形成支援
大学教員として、主食・主菜・副菜を組み合わ
せなどの研究に関わってきま
した。栄養士等の専門職養成
の経験を踏まえ、子供の居場
所づくりにたずさわる方や、
教員や栄養士など専門家への
支援をさせていただきます。

①草場 澄江
②せんげん台こども食堂
③フードパントリー④越谷市⑤子ど
も食堂、学習支援、フードパントリー
⑥地域で子供たちがホッとする場を
主任児童委員や中学校での学習支援の経
験から子ども食堂、フー
ドパントリー、学習支援
を行っています。地域に
いる困難を抱える子供た
ちとなんとかつながりた
いと思っています。

①野口 峻平
②地域こども包括支援センター
③子ども食堂④越谷市⑤子ども食堂立
ち上げ全般、子ども食堂保険手続き
⑥地域と子供をつなぎ、ワクワクを発信します
経済的貧困家庭の子供たちに食事の提供、学習
支援、居場所づくり、伝統文
化の継承やリユース・リサイク
ル活動をしています。地域と
の連携を築き、子供の健全な
成長と社会育成に寄与するこ
とを目的に活動しています。

①山口 純子
②NPO法人SK人権ネット 熊谷なないろ食堂
③子ども食堂④熊谷市
⑤食事つくり、仲間作り
⑥子ども食堂の繋がりを大切に
熊谷で子ども食堂をしています。地域
の方どなたでもご利用
いただける交流の場に
なっており、毎回60～
80名の方にご利用いた
だいています。

こどもの居場所づくりアドバイザーとは

①申込

②ヒアリング

③派遣調整

個人

運営団体

市民
グループ

④訪問支援

⑤実地研修

子供の居場所づくりに取り組みたい。でも、ボランティアや食材の確保などのノウハウがなく、運営できる
か不安…。そんな悩みを抱える方に、居場所づくりの実践者や専門家が、立ち上げや運営、地域とのネット
ワークづくりなどのノウハウを提供します。

私たちが、居場所づくりを応援します！　県内各地で活躍中の埼玉県こどもの居場所づくりアドバイザーの皆さん私たちが、居場所づくりを応援します！　県内各地で活躍中の埼玉県こどもの居場所づくりアドバイザーの皆さん

・お悩み相談
・アドバイス
・ノウハウをレクチャー
※コロナ予防策としてオンラインによる助言も実施

・子ども食堂・フードパントリー
・学習支援　・プレイパーク　など
子供の居場所活動に実際に参加して体験学習

・日程調整
・担当アドバイザー選定

・Web申込
・メール
・TEL

事務局

子供の居場所を作りたい！

子ども食堂 学習支援

プレイパーク フードパントリー

①新妻 朋子
②夕方からの居場所づくり「ぽっかぽか」
③子ども食堂④蕨市
⑤市民活動立ち上げのアドバイス
⑥ゆるくてあったかい居場所づくり
プレイパークや障がい者に関わるボランティアを
長年してきました。昼間に地
域とつながれない人たちのた
めに、町会会館やレストラン
で夕方からの居場所づくりを
始めました。ゆるくてあったか
い居場所を目指しています。

①岡田 和巳
②税理士
③会計相談④東京都千代田区⑤資
金繰り計画、分析予算立案、経理
⑥子供たちを支援されるみなさまの力に！
税理士として15年個人事業者の支援をし
てきました。経理、業績
分析、資金繰り、融資を
受ける際の支援などの経
験を生かし、参謀役とし
て力を尽くしていきたい
と考えております。

①西川 正
②NPO法人ハンズオン埼玉
③組織運営・地域福祉④さいたま市南区
⑤参加型の組織運営と場づくり
⑥みんなでつくる組織づくり
ファシリテーションやボランティアコー
ディネーションなど「み
んなで場をつくる」「み
んなの組織をつくる」た
めの考え方と手法の実
践と学びの場づくりを重
ねてきました。


