
 

  

お問い合わせはお気軽に・・ 

【事務局】日進市社会福祉協議会／伊藤、山浦、橋本まで 

TEL 0561-73-4885 FAX 0561-73-4954 

 

子どもの支援を考える会のメンバー／愛知県立大学 

野田博也（座長）、いきいき塾 NPO 絆、NPO 法人リビン

グサポートあいあいの家、日進絆子ども食堂、日進市シ

ルバー人材センター、日進市スクールソーシャルワーカ

ーのスーパーバイザー、にぎわい交流館、NPO 法人ファ

ミリーステーション Rin、ワンズパス、La C Lo、一般社

団法人みらい学びクリエイト、NPO 法人 LIBERAS、日進

市地域福祉課、愛知県社会福祉協議会、日進市社会福祉

協議会（H30.7.7 現在） 

募集しています！／こども食堂や、学習支援を立ち上

げ、運営を行いたい団体さん、その団体の活動に関わり

たいボランティアさん、食材、教材等の提供をして下さ

る方など募集中です。ご連絡をお待ちしています！ 

に こ さ ぽ 

に こ さ ぽ 

に こ さ ぽ 
に っしんで こ どもの さぽ ーとをかんがえる会 

子どもの支援を考える会（にこさぽ）の 

発足と取り組み 

災害や親の病気、経済的な事情などで進学のチャンスを失

ったり、毎日一人で夕食を食べたりしている子ども達がいま

す。そんな子ども達のために地域でできることはないか、子

どもの支援に関わっている団体などが有志で集まり、子ども

食堂や学習支援の活動を新たに始める人達を応援しようと、

子どもの支援を考える会（にこさぽ）が発足しました。 

これまで、講演会やワークショップを開催して、学習支援

や子ども食堂などの理解啓発に取り組んできました。 

「子どもの支援を考える会」の趣旨にご賛同頂き、ご参加、

ご協力頂けますと幸いです。どうぞよろしくお願いします。 

に こ さ ぽ 

に こ さ ぽ 

に こ さ ぽ 

に こ さ ぽ 

講師 1 名に４名程度の少人数！家庭的な雰囲気！ 
学習の習慣を身につけよう！ 

〇対象／小学１年～６年生 

〇定員／１２名 〇学習内容／基本は国語と算数 

〇日程／第１～第４土曜日（第５土曜日はお休み） 

〇時間／１３時１０分～１４時 

〇場所／日進市高齢者生きがい活動センター 

〇授業料／月２，０００円 

※一定の要件に該当される方には助成があります。 

お申込み・お問い合わせは、 

日進市シルバー人材センターまで 

TEL 0561-74-1758 
FAX 0561-74-0026 

みんなでご飯を食べよう！ 

大学生のお兄さんやお姉さんと一緒に遊ぼう！ 

〇日程／毎月第２日曜日 

〇時間／９:００～１６:００ 

〇場所／にぎわい交流館 

〇ランチタイム／１１:３０～１３:００ 

 ※その他の時間は喫茶タイム 

  大人／５００円 
  子ども／高校生まで無料 
 コーヒー、紅茶／２００円 

  〇ランチ終了後は、 
ゲームなどで楽しみます！ 

お問い合わせは 

080-3577-8684（山崎）もしくは 
090-8074-5327（樽見）まで 

 

こ ・ ど ・ も ・ 食 ・ 堂 

日 進 絆 子 ど も 食 堂 

 

学 ・習 ・ 支 ・ 援 

子 ど も の お さ ら い 教 室 

 

月１回定例会を行っています！／毎月１回、17:30～

メンバーが集まり、活動内容についての検討を行ってい

ます。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事業所紹介】一般社団法人みらい学びクリエイトは、教育を通じて地

域社会に所属するすべての世代が交流し助け合う仕組みのもと、 

 小学生の健全な放課後の生活の場を提供するとともに、大学生や社

会人、主婦、高齢者も視野に入れた、 

 すべての人たちの豊かな学びを実現する地域社会の確立をはかり、

幼児から高齢者までが育ち合い、幸せに暮らせる地域づくりの実現に

寄与することを目的としています。 

【にこさぽへの想い】日進市の子どもたちのために、学童保育事業の他

に、学習支援や各種イベントを企画していきます。 

 地域の子どもたちの将来の可能性を引き出すために貢献していきた

いと思っています。 

 

一般社団法人みらい学びクリエイト 

・電話 052-846-573・メール info@miraimanabi.com 
・FAX 052-806-3227         

 
社会福祉法人 日進市社会福祉協議会 

・電話 0561-73-4885  ・メール info@nisshin-shakyo.or.jp 
・FAX 0561-73-4954     

【事業所紹介】社会福祉協議会は略して「社協」と呼ばれ、日本中の市

町村ごとにあります。民間組織としての自主性と、広く住民や社会福

祉関係者に支えられた公共性という２つの側面をあわせもった非営利

団体です。地域の人と協力しながら「誰もが安心して暮らせるまちづ

くり」のための活動を行っています。 

【にこさぽへの想い】毎日、ひとりで食事をしている子、経済的な理由

で進学のチャンスが得られない子、そんな子ども達をなくしたい！そ

んな想いで、にこさぽを立ち上げ、事務局を担当しています。皆さん

のご参加をお待ちしています！お気軽にご連絡ください！  

 

 
NPO 法人 ファミリーステーション Rin 

・電話 & FAX  0561-73-4885  
・http://www.npo-rin.org/ 
・FAX    

【事業所紹介】岩藤町にある「Ｒｉｎのおうち」で、未就園児の親子が

集う「つどいのひろば事業」や産前産後のご家庭で家事育児のお手伝

いをする「産後サポート事業」を行っています。にっしん子育て総合

支援センターの管理運営もしています。 

 

【にこさぽへの想い】 家族の形態や子育て観が多様化する中、「子ど

もも親も Happy!な子育て」ができることを願って、妊娠期から就学

期にわたって切れ目なくサポートできるよう、地域の皆さんと一緒に

子育て家庭を応援していきたいと思っています。 

 
日進市にぎわい交流館 

・電話 0561-75-6650   
・FAX 0561-73-5810 ・メール nigiwai@me.ccnw.ne.jp 

 

【事業所紹介】市役所東隣にあるにぎわい交流館は、日進市の市民活

動・ボランティア活動の拠点公共施設として、活動場所の提供、市民

活動に関する相談、市民活動の情報収集・情報発信などの役割を担っ

ています。Web サイトで、市内で活動する団体情報を検索していた

だけます。スタッフにもお気軽にお尋ねください。 

【にこさぽへの想い】日進市内・近郊には親子に開 

かれた様々な活動・居場所があります。公共の支 

援機関と市民団体と市民がつながっていくことで、 

1 人でも多くの子どもたちにその子らしい成長を 

保障できる社会を作っていきたいです。 

 

 
La C Lo（数学コーチングⓇスクール＆La C Lo Support） 

・電話 0561-76-3475 ・メール info@math-coaching-school.com 
・FAX 020-4666-9366  ・HP 「ラクロ 日進」で検索     

【事業所紹介】日進市を中心に「人生の目的を持った人たちが、主体的

に行動し、自分らしく、楽しく、幸せを感じて、自分の路を歩んでい

る」社会を目指して、子ども達の総合共育や、主に子育てに携わる皆

様を対象とした、子育てのヒントや生き方・在り方を提供する場づく

りを、講座、講演、研修等を通じて行っております。 

【にこさぽへの想い】「これからの教育に必要なことは 

何だろう？」と常に考え活動してきました。にこさぽで、 

多様な活動をしていらっしゃる方と協働できるのは、 

とてもありがたいことです。日進市がより子育てのし 

やすい町になるための一端を担えたら幸いです。   共育共創家 黒田忠晃 

 

 
地域生活研究会（愛知県立大学 野田研究室） 

 ・メール facebook:https://www.facebook.com/nodah/            

   

【事業所紹介】 

愛知県を含む東海地域を中心に、社会福祉制度についての調査研究を行

っています。また学習会等の開催を通して、研究成果を地域に還元する

ことを目指しています。 

【にこさぽへの想い】それぞれのできること、できそうなことを少しず

つ持ち寄って一歩一歩進んでいければと思います。どのような状況に

ある子ども・若者でも、豊かな人間関係をつむいでいける地域の環境

を創っていくきっかけのひとつになればと願っています。 

 

 
特定非営利活動法人 LIBERAS（リベラス） 

・電話・FAX 0561-73-3715 ・メール info@liberas.net  
・HP  http://liberas.net/    

【事業所紹介】日進市内で学童保育所を運営しています 

【にこさぽへの想い】◇このまちの子どもたちがひとりひとり大切にさ

れること。◇子どもたちがいきいきと輝いていること。◇いろいろな

人とかかわりながら、いろいろな経験を積みながら、学び、考え、感

じ、豊かな心、優しい気持ちと広い視野を身につけた人に成長するこ

と。◇だから、このまちが、子どもたちの成長を支えるまちであって

ほしい。◇人と人とがつながって、子どもたちをみんなで見守るまち

であることを願います。 

  

 

 
ワンズパス（one’s path） 
 ・電話 090-8131-1069 ・メール 2018path@gmail.com 

・HP https://www.facebook.com/2018path  

【団体紹介】ワンズパスは、今の社会で生きていくうえで様々な事情か

ら苦しい立場になっている子どもと若者、その家族のよりどころとなる

ことをめざしています。毎月 1 回、家族の居場所とコミュニティカフェ

を開いています。かかわりによって本来もっているチカラをとりもどせ

るような場にできればと思っています。 

【にこさぽへの想い】 中学生の進路指導を含む 

学習支援、高校中退防止や中退者支援、多機能型 

子ども食堂などの実施に向けた検討をしたいと 

思っています。 

 
公益社団法人 日進市シルバー人材センター 

・電話 0561-74-1758 ・メール sjc600928@mb.ccnw.ne.jp 

・FAX 0561-74-0026  ・ＨＰ http://webc.sjc.ne.jp/nissin/ 

【事業所紹介】シルバー人材センターは、定年退職者などの高齢者に、

そのライフスタイルに合わせた「臨時的かつ短期的又はその他の軽易

な就業」を提供するともに、高齢者の健康で生きがいのある生活の実

現と、地域社会の福祉の向上と、活性化に貢献しています。 

【にこさぽへの想い】日進市シルバー人材センター会員の経験を生か

し、少人数で家庭的な雰囲気のなか、地域の子どもたちの人間形成の

お手伝いをするため「おさらい教室」を行っています。 

皆さんのご参加をお待ちしています！ 

お気軽にご連絡ください！  

 

 

 
いきいき塾 NPO 絆 

・電話 080-3577-8684 ・メール spac5ff9@sound.ocn.ne.jp 
・FAX 052-804-8589  ・http://kizuna2008.web.fc2.com/ 
 

【事業所紹介】住み慣れた環境で・安全・安心して暮らすために・・・ 

  高齢者・障がい者・児童の暮らしのサポートを通じて、相談、支援

で夢の実現を図り、地域のたまり場サロンの運営を目指す。 

【にこさぽへの想い】現在社会は格差、核家族社会では「寄り添う」居

場所が少なく、相談者もいなく、日進絆子ども食堂を立ち上げ、地域

の子ども、一人暮らしの高齢者たちが誰でも来られて、ご飯も食べら

れるし、そこで勉強も出来るし、遊ぶことも出来る、「自由度」の高

い場です。どうか一度足を運んで下さい、あなたの居場所が見つかる

と思います。 

 
日進絆子ども食堂 

・電話 080-3577-8684(山崎) 090-8074-5327(樽見) 
・メール kizunakodomo@gmail.com  
・HP https://www.facebook.com/kizunakodomo/ 
 
 

【事業所紹介】子どもたちにとっての安心して集える居場所つくりを目

指し、毎月第２日曜日に日進市役所の隣にあるにぎわい交流館にて子

ども食堂を開催しております。食事の提供だけではなく色々な活動団

体との提携をし、地域の学生や大人との交流の場も展開しておりま

す。 

【にこさぽへの想い】地域で暮らす子どもと大人がもっと気軽に知り合

い、多くの人々がそれぞれの立ち位置で考え、ともに助け合える地域を

作っていくためのヒントを探し、想いをカタチにしていける世の中にな

っていくよう、にこさぽへ参加しているメンバーの皆さまと共に活動し

て行けたらと思っております。 

【事業所紹介】誰もが安心して暮らせるまちづくりを目指して、お互い

さまの助けあいを中心に、地域密着型の活動をしています。「人とつ

ながる安心」の各種相談窓口を、多世代交流の場「あい工房」に置い

ています。是非お立ち寄り下さい。 

【にこさぽへの想い】仕事で帰りが遅くなるお父さんやお母さん、そし

て子供たちのために何かできないかと 

考えています。現在、単発や短期のお子様 

のお預かりをしています。 

 

にこさぽは学習支援や子ども食堂を地域で広める
活動のために集まった有志の会です。 
普段はメンバーそれぞれがいろいろな活動を行っ
ています。 

子どもの貧困をご存知ですか？ 

2017 年 6 月に厚生労働省が発表した日本の子どもの貧困率は

13.9％ ７人に１人が貧困状態と言われています。尾張東部圏

域での相対的貧困率は 4.1％ 全国平均に比べ、貧困率の低い

地域と言えます。それゆえ、周りの子どもにとって当たり前の

生活が、自分だけできない子どもにとっては、よりつらい状況

におかれるのではないでしょうか。貧困率が低いといわれる日

進市においても、経済的な理由から就学費用の援助を受けてい

る子どもは 6.4％います。これは、日進市内の小中学校に通う

生徒 540 人に当たります。 

にこさぽ
のメンバー紹介します！ 

に っしんで  こ どもの  さぽ ーとをかんがえる会 

 ・電話 0561-41-9910  ・メール info@aiainoie.or.jp 
・FAX 0561-41-9911  ・HP http//aiainoie.or.jp 

NPO 法人リビングサポートあいあいの家 あい工房 

http://liberas.net/

