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高齢者が行う子育て支援活動の例

グループの概要

子育てを経験してきた高齢者を中心とした女性グループが，地域の子育てサロンで，親子と
の自由遊びを中心とした交流のほか，子育て中の親からの相談対応や，絵本の読み聞かせなど
の子育て支援活動を行っています。

活動の概要

ひおき子育てサロンボランティア（日置市）ひおき子育てサロンボランティア（日置市）

【グループ名】
ひおき子育てサロンボランティア
【代表者】
室屋 初代
【メンバー】
７人（うち６５歳以上５人）
【活動場所】
日置市日吉老人福祉センター
【活動開始年月日】
平成16年５月～

活動立ち上げの経緯

・市社会福祉協議会が開設している「ひおき子
育てサロン」のボランティアとして活動してい
る。

・平成16年開設当時の民生委員が知人に声を
掛け「野菊の会」として発足。（H19年から「ひ
おき子育てサロンボランティア」に名称変更）
・ボランティアスタッフが知人に声掛けをして誘
ったり，社協が募集するなどしてメンバーを確
保している。
・サロンの運営費（遊具，活動材料の購入費，
議会会場など）は全て市社会福祉協議会が
負担している。

○子育てサロンボランティア（毎週火曜日10:00～11:30）
親子との自由遊びを中心とした交流や子育て中の親からの相談対応，絵本の読み聞
かせ
○子どもの託児（随時）
親が家庭教育学級などに出席する際に，開催場所（別室）で子ども預かりを実施（家庭

教育学級等の主催者からの依頼を受けた市社会福祉協議会がボランティアメンバーの調
整を行い，託児ボランティアとして派遣）

具体的な活動具体的な活動
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高齢者が行う子育て支援活動の例

グループの概要

地域の高齢者女性グループが，保護者の情報共有の場や息抜きの場を提供しているほか，
保護者からの子育て相談対応や見守り，親子体操などの子育て支援活動を行っています。

活動の概要

子育てサロンすももクラブ（霧島市）子育てサロンすももクラブ（霧島市）

【グループ名】
すももクラブ
【代表者】
新田瑠璃子
【メンバー】
地域の高齢者２４名（うち65歳以上１５名）
【活動場所】
姫城地区公民館
【活動開始年月】
平成27年～

活動立ち上げの経緯

・子どもや保護者が気軽に集まり，保護
者同士の相談や子ども達が自由に遊べ
る場を作れないかと民生委員・児童委員
が活動を立ち上げた。
・民生委員・児童委員が知人に声を掛けて
メンバーを集めた。
・設立当初財源はなく，活動メンバーが立
ち上げ及び運営費用を出し合い，活動を
行った。
・現在はグループポイント事業を運営費に
活用している。（平成29年～）

＜活動時間＞
・毎月第２木曜日午前10時から午前11時30分まで
＜活動内容＞
・子どもたちの話し相手，遊び相手，見守り
・保護者からの子育て相談対応
・親子体操やハンドマッサージ など

具体的な活動具体的な活動
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高齢者が行う子育て支援活動の例

グループの概要

子育てを経験してきた高齢者女性グループが，保護者の情報共有の場や息抜きの場を提供し
ているほか，親子と一緒に遊びながらのふれあい交流や子育て悩み相談などの子育て支援を
行っています。

活動の概要

子育てサロンかのやっ子（鹿屋市）子育てサロンかのやっ子（鹿屋市）

【グループ名】
子育てサロンかのやっ子
【代表者名】
伊東 保子
【グループの人数】
６人（うち65歳以上３人）
【活動場所】
リナシティかのや
【活動開始年月日】
平成25年３月～

活動立ち上げの経緯
・県が開催した「子育て支援プロデューサー
養成講座」を受講した代表者が，市社会
福祉協議会から子育てサロン立ち上げを
提案され，同協議会の協力を得て立ち上
げた。
・民生委員や児童委員が知人に声かけをし
てメンバーを集め，活動している。
・活動立ち上げに必要な物品等は，スタッフ
が持ち寄った。
・それぞれができることを無理せず協力しな
がら活動している。

○子育てサロン
・開催日時 毎月第１土曜日
・開催場所 リナシティ２階福祉プラザ和室
・対象年齢 ０～６歳児（未就学児）
・内 容 親子での創作活動，子育て悩み相談，紙芝居，おやつタイム など

具体的な活動具体的な活動
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高齢者が行う子育て支援活動の例

グループの概要

地域の高齢者が，地域の子どもから高齢者まで誰でも利用できる「みんなの食堂」を開設し
ているほか，子どもたちに昔遊びや味噌作りなどを教える「いったんもめん地域クラブ」を実
施しています。

活動の概要

いったんもめん地域クラブ（肝付町）いったんもめん地域クラブ（肝付町）

【グループ名】
いったんもめん地域クラブ
【代表者】
西之園 タツ子
【メンバー】
地域の高齢者13名（うち65歳以上12名）
【活動場所】
いったんもめんと結いの家
【活動開始年月日】
平成29年３月～

活動立ち上げの経緯
・地域住民が地域の子育てや介護について語り
合う「地域座談会」で話し合いを重ねて「子育
てを地域のみんなで考えたい」という思いと，
地域住民への子育てアンケートで「地域に学
童クラブがない」という結果を踏まえ，誰でも利
用できる食堂と地域の高齢者と子どもが交流
できる活動の場を定期的に開催することにな
った。
・メンバーは町社会福祉協議会の呼びかけによ
り，地域座談会に参加した住民が中心となっ
ている。
・活動場所としている空き家の整備は，国の「高
齢者生きがい活動促進事業」の補助金を活用
した。

＜活動時間＞
・毎月第２，４土曜日 午前10時から午後３時まで
＜活動内容＞
○ みんなの食堂
校区内の子どもからお年寄りまで利用できる「みんなの食堂」を月1～2回開催。

○ いったんもめん地域クラブ
地域の高齢者が子どもたちに昔遊びや味噌作りなどを教えながら，子どもたちと交流し子ども
の見守りを実施。

具体的な活動具体的な活動
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高齢者が行う子育て支援活動の例

グループの概要

地区で自主的に立ち上げた学童保育「山川子どもクラブ」で，子どもたちの話し相手や遊
び相手をしながら，子どもたちの様子を見守る活動を行っています。

活動の概要

山川こどもクラブボランティアの会（指宿市）山川こどもクラブボランティアの会（指宿市）

【グループ名】
山川子どもクラブボランティアの会
【代表者】
須﨑ユキ子
【メンバー】

地域の高齢者15名（うち65歳以上14名）
【活動場所】
福元公民館
【活動開始年月】
平成28年４月～

活動立ち上げの経緯

・保護者からの要望と子ども達が集まる場
所を作りたいという地域の思いが重なり
設立した。
・福元地区の老人クラブのメンバーを中心
に声掛けを行いスタッフを集めている。
・高齢者ボランティアや子ども達の保護者
が立ち上げや運営に要する費用を出し
合った。

・現在は市からの補助金を受けて活動を行
っている。

＜活動時間＞
・平日（月～金）の午後３時から午後６時まで
・長期休暇（春･夏･冬休み）及び土曜日の午前８時から午後６時まで
※都合のつく時間の参加

＜活動内容＞
・子どもたちの話し相手，遊び相手，見守り
・クラブ内の体験活動（コマ回し，あやとり，盆踊り体験など）への参加

具体的な活動具体的な活動
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高齢者が行う子育て支援活動の例

グループの概要

地域内の教員OB等の人材を活かした子どもの学習支援「なぎさ未来塾」と，子どもから
高齢者までを対象に食事を提供する「わぃわぃ食堂」を運営しています。

活動の概要

「ＮＰＯ法人Ｌかごしま」及び 「松原なぎさ校区コミュニティ協議会」（姶良市）「ＮＰＯ法人Ｌかごしま」及び 「松原なぎさ校区コミュニティ協議会」（姶良市）

【グループ名】
「ＮＰＯ法人Ｌかごしま」 と及び「松原なぎさ校区
コミュニティ協議会」
【代表者名】
ＮＰＯ法人Ｌかごしま：吉村 哲朗
松原なぎさ校区コミュニティ協議会：追鳥 嘉正
【グループの人数】
なぎさ未来塾：５～６名（全員65歳以上）
わぃわぃ食堂：15名～20名（半数以上が65歳以上）
【活動場所】
姶良市松原地区公民館
【活動開始年月】
平成29年２月～

活動立ち上げの経緯

・子育て世代の保護者からの相談内容を基に,
地域で行う子育て支援の必要性について，
Ｌかごしま と 校区コミュニティ協議会が検討
し，子どもの居場所づくりや地域での見守り，
交流の場として「わぃわぃ食堂」 を立ち上げ
た。
・平成22年から松原上自治会が実施していた
教員ＯＢによる「夏休み宿題塾」を「なぎさ未
来塾」として「わぃわぃ食堂」 と一緒に運営す
ることとした。
・ 「わぃわぃ食堂」立ち上げ時に必要な物品は，
寄付金で購入したほか，地域の方からの提
供を受けた。

○なぎさ未来塾（小中学生を対象とした学習支援）
・毎月第１，３土曜日（長期休暇中は平日にも開催）
・宿題や勉強，わぃわぃ食堂の手伝いなど
○わぃわぃ食堂（子どもから高齢者まで利用できる食堂）
・毎月第１，３土曜日（長期休暇中は平日にも開催）
・みんなの食堂でみんなで食卓を囲み昼食をとりながらの団らん

具体的な活動具体的な活動
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高齢者が行う子育て支援活動の例

グループの概要

集落の高齢者が，地域のNPO法人「子育てふれあいグループ自然花」が行う味噌作りやお
菓子作り，そば打ち体験などの先生を努めたり，自然花祭りや農業体験などのイベントの協力
をするなど子育て活動を支援しています。

活動の概要

木口屋集落（枕崎市）木口屋集落（枕崎市）

活動立ち上げの経緯

○親子向け体験事業の支援
・決まった活動日等はない
・味噌作り，お菓子作り，そば打ちなどの体験事業を支援
○自然花イベントの協力
・NPO法人「自然花」が行う自然花まつりや農業体験，食育企画等のイベントの協力

具体的な活動具体的な活動

【グループ名】
木口屋集落
【代表者】
三島 啓邦
【メンバー】
木口屋集落住民１３名程度（全員65歳以上）
【活動場所】
枕崎市美山町33番地（法人使用の古民家）
【活動開始年月日】
平成21年12月～

・平成21年に集落の空き家を拠点とするNPO法人
「自然花」が設立され，「自然花」スタッフが行う畑
作業を集落の住民（高齢者）が手伝うように
なった。
・丁寧な地域住民への説明や真摯に取り組む自然
花スタッフの姿に集落住民の理解と協力が広がっ
ていった。
・子どもがいなかった集落に，「自然花」の活動で子
どもが訪れるようになり，集落が明るくなった。
・「自然花」の活動を手伝う形で活動している
ため，活動立ち上げ経費などは「自然花」が県の
補助事業や市の補助を活用負担している。
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高齢者が行う子育て支援活動の例

グループの概要

地域の小学校区の女性グループが，より素敵な生きがいづくりのため，校区内の放課後児
童クラブや保育園等で，昔遊びなどの子育て支援活動を行っています。

活動の概要

向陽校区女性学級（鹿児島市）向陽校区女性学級（鹿児島市）

【グループ名】
向陽校区女性学級
【代表者名】
吉富哲子
【メンバー】
校区内の主婦等40名（うち65歳以上26名）
【活動場所】
向陽校区の放課後児童クラブ，保育園等
【活動開始年月日】
昭和58年４月１日～

活動立ち上げの経緯

・昭和58年，向陽小学校開校時に，向陽校
区婦人学級として，ＰＴＡ会員，町内会へ
学級生を募って開設。
・当時は働く母親が少なく，サークル活動
（卓球，生け花，手編み，体操など）も活
発で，60名以上在籍していた。
・当時から活動資金は学級生（メンバー）
からの年会費で運営している。

○放課後児童クラブでのふれあい活動
・夏休み期間に，昔遊びなどの子育て支援活動を実施
・囲碁手玉，おはじき，あやとり，コマ，けん玉，めんこなど
○保育園でのふれあい活動
・地域の方々，保育園児との交流として，芋煮汁作りなどの交流会を実施
○その他の活動
・校区内の子どもとの交流として，マジックショー，ビデオ上映会などを実施

具体的な活動具体的な活動
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市町村名 問い合わせ先 電話番号

1 ひおき子育てサロンボランティア 日置市 日置市社会福祉協議会 099-246-8561

2 子育てサロンすももクラブ 霧島市 霧島市長寿・障害福祉課 0995-64-0704

3 子育てサロンすかのやっ子 鹿屋市 鹿屋市社会福祉協議会 0994-44-2277

4 いったんもめん地域クラブ 肝付町 肝付町地域包括支援センター 0994-65-8419

5 山川子どもクラブボランティアの会 指宿市 指宿市健幸・協働のまちづくり課 0993-23-1003

NPO法人Ｌかごしま 0995-66-6818

松原なぎさ校区コミュニティ協議会 0995-73-8371

7 木口屋集落が見守る子育て支援 枕崎市 枕崎市地域包括ケア推進課 0993-73-5131

8 向陽校区女性学級 鹿児島市 向陽校区まちづくり協議会事務局 099-296-1545

NPO法人と松原なぎさコミュニティー協議会の協働取組 姶良市6


