
 

長崎 Baby・Kids LOVERS 塾 

～長崎を、子育てが楽しい街に！～ 
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塾長 碇 ちひろ 

 

■■  塾塾長長ココメメンントト  ■■  

「いい公園ですね」 

「市内にもこんな施設があればいいのに」 

「お食い初めのできるお店はありませんか」 

 本塾を立ち上げ活動する中で、本当にたく

さんの声をいただきました。寄せていただい

た声は、活動の大きな励みとなりました。 

すべての声に応えられたとは思いませんが、

「自分が困ったことは他にも困っている人が

いるだろう」という思いでスタートした活動

は、長崎で子育てをする皆さんのお役に少し

は立てたのではないかと思っています。 

 当然ながらこの活動は、私一人で成し得た

ものではありません。共に活動してくれた塾

生のみんな、活動に共感・賛同してくださっ

た長崎の企業等、たくさんの方の協力と支え

に感謝の気持ちでいっぱいです。 

私が思っていた以上に長崎には、乳幼児連

れに優しく接してくださる「よか人」や乳幼

児連れも楽しく過ごせる「よかとこ」がたく

さんありました。このことが少しでも多くの

人に伝わっていれば嬉しく思います。しかし、

まだ足りないことも長崎にはあります。 

『長崎を、子育てが楽しい街に！』 

長崎の「よか人」「よかとこ」がますます

増え、長崎に暮らす家族の笑顔が一層増える

ことを心から願います。 

■■  塾塾のの目目的的  ■■  

第一子の出産をきっかけに、親子で遊び学

んだり、気分転換したりするために出かけた

くとも、乳幼児連れで外出することの難しさ

を知りました。一方で、様々な施設や講座な

ど、子育て世帯のために多くの環境が整備さ

れ、情報が提供されていることも知りました。 

しかしながら、それらが活用されているか、

充実しているか等利用者目線に立つと、宝の

持ち腐れとなっていたり、充分な支援となっ

ていなかったりする現状も感じました。 

そこで、「長崎の親子のための遊び場・学

び場」について調査し、調査内容を地域の方

に広めることで、長崎をもっと子育てしやす

い街にできると考え、塾を立ち上げました。 

 

■■  塾塾のの研研究究・・活活動動内内容容  ■■ 

①「長崎親子の遊び場・学び場」調査 

・市内の屋内屋外遊具施設や近隣施設の調査 

遊具内容、対象月年齢、トイレ設備、

授乳室等の有無等 

・乳幼児連れ可能なイベントの調査 

・乳幼児連れ可能な店（飲食店中心）の調査 

座敷席やキッズスペースの有無、 

離乳食持込の可否、トイレ設備、 

授乳室等の有無等 

 

 

 

②「長崎子育て情報」調査 

・交通、駐車場情報 

・子育て支援、一時預かり情報 

・他自治体情報 

③「乳幼児を主対象としたイベント開催」 

④「調査内容・イベント情報等の発信」 

・Instagram での情報発信 

・成果物冊子の作成 

 

 

※長崎 Baby・Kids LOVERS 

協力店舗ステッカー貼付依頼 
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■ 塾活動の成果 ■ 

成果１「３５０投稿と 4,000 フォロワー」 

 活動を始めるにあたり、団体 Instagram を

開設しました。 

 

 

 

 

２日に 1～２回程度の投稿を目標として全

200～250 投稿、長崎市人口約 40 万人に対

して 200 人に 1 人のフォローを目標として

1,500～2,000 フォロワー獲得を活動年度末

の数値目標と設定しました。2022 年３月現

在、３５０投稿、4,000 フォロワーを超えま

した。（投稿内容は成果物冊子にまとめまし

た。詳細は次頁以降で紹介します。） 

目標数以上の情報を発信できたのは積極的

な塾生による活動の賜物であり、それを目標

数以上の方に活用していただけたのは、発信

した情報の有益性の高さを示していると思っ

ています。 

 

成果２「『ENJOY ながさき子育て』刊行」 

一年間の活動内容を

まとめ、長崎の子育て

情報冊子を作成しまし

た。より多くの市民の

手に届くよう、活動協

賛企業を募ることで予

算を増やし、当初予定

300 部から 2,000 部 

の刊行を実現しました。主催イベントや市内

の子育て支援センター、市役所等で無料配布

し、特に、第一子を迎える家族や転勤族とい

った長崎での子育てについてより情報を必要

とする方の手に渡るよう配慮しました。 

成果３「長崎 Baby・Kids LOVERS 協力店」 

 全国的な取り組みとして、子育て応援店の

ステッカーが店舗に掲示されています。しか

し、サービス内容が明示されておらず、利用

しづらさを感じていました。 

そこで、乳幼児向けのサービスを明示した

本団体独自のステッカーを作成しました。 

現在５０近くの店舗に掲示され、乳幼児連

れの利用者が増えたという声をいただきます。 

 

 

 

 

 

 

成果４「一時保育とりまとめ集」及び 

「子育てお役立ちリンク集」のイーカオ掲載 

 これまで長崎市の HP では、どの園で一時

保育が行われているのか分かりづらい情報の

掲載となっていました。そこで、子育て支援

課と市内幼稚園・保育所・認定こども園の協

力を得て情報の詳細を取りまとめ、長崎市子

育て応援サイト「イーカオ」に「一時保育と

りまとめ集」を掲載していただきました。こ

れをきっかけに、市の現状の掲載内容も見直

され、これもまた本塾活動に起因する成果だ

と考えています。 

また、長崎での

子育て情報を得る

ための「子育てお

役立ちリンク集」

についても「イー

カオ」に掲載して

いただき、利用者

からの感謝の声を

いただきました。 
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長崎 Baby・Ｋｉｄｓ ＬＯＶＥＲＳ塾 活動記録 

日日    時時  場場    所所  内内      容容  

令令和和 33 年年 

6 月 21 日(月) 新興善メモリアルホール 自己紹介・年間活動計画・役割分担等 

7 月 5 日(月) 新興善メモリアルホール 長崎の子育てについて（良さ・課題） 

7 月 20 日(火) 中央公民館和室 塾の活動内容協議 

8 月 2 日(月) 中央公民館体育室 
チーム別協議 

（公園・公的支援・情報発信・他自治体・交通駐車場） 

［延期］ 

8 月 17 日(火) 
アマランス和室・幼児室 長崎の子育てについて２（課題） ※大雨で延期 

［延期］ 

9 月 6 日(月) 
中央公民館和室 長崎の子育てについて２（課題） ※コロナで延期 

8 月～9 月 Zoom 会議 チーム別会議 

9 月 21 日(火) 中央公民館和室 チーム別協議・イベント開催計画 

9月23日(木・祝) 中央公民館体育室 長崎の子育てについて２（課題） 

10 月 4 日(月) アマランス会議室・幼児室 チーム別協議・イベント内容検討・成果物検討 

10月19日(火) アマランス会議室・幼児室 チーム別協議・イベント内容検討・成果物検討 

11 月 1 日(月) アマランス会議室・幼児室 イベント会場下見・イベント準備 

11月16日(火) アマランス会議室・幼児室 イベント準備・成果物内容チーム別制作 

12 月 6 日(月) アマランス会議室・幼児室 イベント準備・成果物制作・市への意見まとめ 

12月21日(火) アマランス会議室・幼児室 長崎市子育て支援課との話合い・イベント準備等 

令令和和 44 年年  ※11 月～2 月随時イベント・成果物準備実施 

1 月 13 日(木) アマランス和室・幼児室 イベント準備・成果物制作 

［延期］ 

1 月 17 日(月) 
アマランス会議室・幼児室 

イベント準備・成果物制作・伝習所まつり準備 

※コロナで延期 

［中止］ 

1 月 22 日(土) 
市立図書館多目的ホール等 

長崎 Baby・Kids LOVERS フェスティバル♡  

※コロナで中止 

［中止］ 

2 月 7 日(月) 
アマランス会議室・幼児室 伝習所まつり準備・成果物制作 ※コロナで中止 

2 月 21 日(月) Zoom 会議 情報交換・イベント延期について 

3 月 7 日(月) アマランス会議室・幼児室 イベント準備 
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3 月 20 日(日) 長崎市民会館体育室等 長崎 Baby・Kids LOVERS フェスティバル開催 

3 月 23 日(水) 新興善メモリアルホール 塾解散式 
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１１  「「長長崎崎親親子子のの遊遊びび場場・・学学びび場場」」調調査査  

 Instagram で発信した遊び場・学び場情報

は、全て現地での調査に基づくものです。 

以下の項目を、子連れ利用しやすいかとい

う観点から調査しました。 

・施設遊具、店内設備 

・駐車場 

・トイレ（おむつ台、ベビーキープ、幼児用

便座、清潔さ等） 

・手洗い場 

・周辺地域情報（飲食店、スーパー等） 等 

 調査結果の報告として、長崎のおすすめの

公園や室内遊戯施設、子連れ利用しやすい飲

食店を成果物冊子の中から紹介します。 

 

(1)長崎市内おすすめ公園（無料駐車場有） 
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(2)長崎市内おすすめ公園（駐車場無 or 有料）
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(3)室内遊戯施設 

長崎市「ぶんちゃんランド」 

 
 

諫早市「こどもの城」 

 

 

大村市「こども未来館『おむらんど』」 

大村市「泉の里キッズルーム」 

 

 

 

 

 

(4)子連れ利用しやすい飲食店 

「長崎市中心部」 
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「長崎市中央北部」 

  

「長崎市東部」 

  

  

  

 

「長崎市西部」 

  

「長崎市南部」 

 

「長崎市北部」 
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２２  「「長長崎崎子子育育てて情情報報」」調調査査  

(1) 長崎の子育てに関する良さと課題 

第１回塾会議で顔合わせを行った後、第２

回塾会議ではグループに分かれ、長崎での子

育てに関する良さと課題について話し合いま

した。 

 

グループで話し合った内容を全体で共有し、

長崎での子育てに関わる課題として多く挙げ

られたものから、「市内駐車場・公共交通機関」

「公園等施設」「市内一時預かり」「市内子育

て支援事業」「他自治体子育て支援」について

調査する５チームを結成しました。 

(2)各チームの成果物 

 各チームで調査した内容については、塾会

議等で都度報告し、Instagram で随時情報発

信したり、成果物として取りまとめたりしま

した。 

（例）長崎市子育て支援事業まとめ 
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（例）長崎市一時預かり情報まとめ 

 

 
（例）交通情報まとめ 

 
 

 

 

 

（例）子育て支援センター周辺駐車場情報 

 
 
（例）浜の町お出かけ駐車場情報 

 

 

（例）浜の町周辺親子お出かけマップ 
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３３  IInnssttaaggrraamm ででのの情情報報発発信信ににつついいてて  

 公園や飲食店、一時預かり情報等の調査結

果の他にも、Instagram の機能を活用したフ

ォロワーとの情報交換や、長崎の子育て世帯

の意識調査を行いました。また、いただいた

情報や意見をまとめて発信したり、本団体の

活動内容に活かしたりしました。 

 

(1)質問機能を活用した情報共有 

Instagram の質問機能を利用することで、

ある個人が必要とする情報に焦点を当て、情

報共有しました。 

  

 

(2)長崎での子育てに関する意識調査 

 調査した内容をまとめ、公表したり、市政

への意見として届けたりしました。 

 

 

 
 

４４  メメデディィアアででのの紹紹介介・・他他団団体体ととののココララボボ  

(1) NBC「Pint」による活動紹介 

 NBC 長崎放送「Pint」内で本塾活動を

特集していただきました。多くの方に活動

を知っていただくと共に、この放送の企画

をきっかけに長崎の子育てに関するコーナ

ーを番組内につくっていただくことができ

ました。この放送をきっかけに、入塾した

メンバーもおり、仲間が増えました。 

 

 

(2)「ワイヤーママ長崎」とのコラボ特集 

 長崎県内で発行されている子育て情報誌

「ワイヤーママ長崎」にて、2 号連続の特

集を組ませていただきました。 

塾活動で調査した“長崎県内おすすめの

公園”や“秋のおすすめお出かけスポット”

について紹介することができました。 
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５ 長崎親子イベント「長崎 Baby・Kids 

LOVERS フェスティバル♡」の開催 

(1)日時・場所 

2022 年３月 20 日(日)10:00～15:00

長崎市民会館にてイベントを開催しました。

（元々は 2022 年 1 月 22 日（土）長崎

市立図書館多目的ホール等でのイベント開

催を予定していましたが、新型コロナ感染

症拡大防止のため延期となりました。） 

 

(2)目的・コンセプト 

子どもも保護者も共に楽しめるイベント

の開催を目的に、子どもたちが遊ぶ場所や

保護者が気分転換したり、学んだりできる

内容をイベントの中に盛り込みました。 

授乳室やおむつ替えスペース、飲食スペ

ース、休憩所等を用意し、入場無料とする

ことで、低価格で長時間楽しめる場所とな

るよう配慮しました。 

 

(3)内容 

・たいちろー☆おにいさん音楽コンサート 

(あそびうたシンガー副山太一朗さん) 

・リトミック講座（増田愛美先生） 

・子連れヨガ講座（柿田結香先生） 

・写真講座（徳永広海先生） 

・ダンボール遊具広場（平尾ダンボール様） 

・マルシェ（11 店舗様） 

・成果物冊子配布 

・子育ておしゃべり広場 

・抽選会 

・お譲り会 

・お楽しみランド 

 

 

 

(4)イベントの実施 

①たいちろー☆おにいさん音楽コンサート 

地域の歌のお兄さんをお呼びし、０～５

歳を対象とした無料の遊び歌コンサートを

実施しました。２公演で約 50 組の家族が

来場されました。たくさんの親子の笑顔を

見ることができ、嬉しく思いました。 

  

②リトミック講座 

塾生の友人であるリトミック講師に御協

力いただき、０～５歳を対象とした無料の

リトミック講座を実施しました。 

募集開始後すぐに満席となる人気講座で、

15 組程の家族が参加しました。 

 

③子連れヨガ講座 

子連れ OK の無料ヨガ講座には、ご夫婦

やパパの参加もあり、心身のリフレッシュ

を喜んでいただきました。（6 組参加） 
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④写真講座 

我が子の撮影について一人一人に熱心に

アドバイスいただき、参加者にご満足いた

だける無料講座となりました。（8 組参加） 

 

⑤ダンボール遊具広場 

 矢上にある平尾ダンボール様に御協力い

ただき、無料の遊具広場を設置しました。

終日笑顔が弾ける場所となりました。 

  
⑥マルシェ（11 店舗） 

 子ども服や育児雑貨、おにぎり、ベーグ

ルなど、子どもと保護者の購入したいもの

（おやつ・ご飯含め）を取りそろえたお店

の方に集まっていただきました。 

 

⑦成果物冊子配布 

 

⑧子育ておしゃべり広場 

 

⑨抽選会 

 マルシェ等での購入者に抽選チケットを

配布し、ヨガチケットや文房具など、協賛

品の抽選を行いました。 

  

⑩お譲り会 

 塾生と来場者からの無料のお譲り会を実

施しました。ベビーカーやメリー、大型お

もちゃ、抱っこ紐など目玉商品も多く、開

始時には行列ができ、大盛況となりました。 

  

⑪お楽しみランド 

 乳児から参加可能な 4 種のゲームを楽し

んでいただく場を設け、100 人の子どもた

ちに楽しんでもらうことができました。 

  

 200 冊を手配りし、

「欲しかった」と言っ

ていただき嬉しく思い

ました。 

 塾生 の幼 児教室講師

をアドバイザーに、我

が子や子育てについて

皆でおしゃべりしまし

た。（6 組参加） 
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６６  塾塾生生のの感感想想 

初めは、インスタのフォロワーで、とても有益な情報

があるのでよく閲覧していました。その後、活動に参加

している友達の紹介で入塾する事ができ、正直自分に何

ができるか不安だったのですが、塾長の思いに共感し

様々に動く事ができました。 

イベントや冊子作成をするため、沢山の事業者さんと

お話しし、協賛をいただく事はとてもやりがいがありま

した。沢山の方に出会い、長崎で子育てをする自信にも

なりました。イベントでは、改めてこの団体が皆様に支

持されていることもわかりとても嬉しく思いました。感

謝の気持ちでいっぱいです。(大西由香) 

 

「子育てがしやすい街づくり」という言葉に引かれて、

応募しました。離れて暮らす娘や孫の面倒を見られない

代わりに、長崎で子育てしている親子の役に立てればと

いう想いでした。 

小さな子を抱えての話し合い、情報収集、インスタで

の発信など、積極的に自分達の手で街づくりに関わるメ

ンバーには、感心させられるばかりでした。 

特にいちばんの目的である冊子作りと、コロナで何度

も変更を余儀なくされたイベントに関しては、皆が一致

団結して取り組めたので良かったと思います。大変楽し

く学びの多い活動でした。(米田 幸) 

 

コロナによりスタートがズレましたが、その遅れを充

分挽回するだけの濃い活動が行えて充実した 1 年でした。 

長崎の子育てに必要な情報を調査し冊子にするだけで

も大変な作業でしたが、それだけに留まらずイベントを

企画開催したり、SNS で情報を発信する側を経験したり

できたことも貴重な経験でした。塾のコミュニティを越

え、想像を遥かに超える多くの方々と関わることができ

て大変嬉しく思います。 

コロナ禍でも孤独を感じない育児をしたい、自分の地

域の子育て情報が無いと嘆くより楽しんで情報を集めた

い、という入塾の動機が全て叶いました。（森脇昇子） 

 

約１年前、歩けるようになった息子との外出が私の毎

日の楽しみでした。一方で、コロナ禍によるイベント等

の中止も多く、子育て情報をもっと知りたいと思ってい

た時、塾長に声をかけていただき参加しました。 

当初は、情報発信を通し、子育てをより楽しめる人が

増えて欲しいという気持ちが大きかったのですが、メン

バーと子育ての悩みを相談できる場であり、私の育児の

大きな支えとなりました。 

この塾を立ち上げ、運営してくださった塾長に、そし

て１年間の活動を共に過ごした素敵なメンバーにとても

感謝しています。(米井智子) 

 

長崎の子連れで行ける飲食店、遊び場をまとめて情報

発信してくれる場があればいいなと思っていたところ、

この塾に出会いました。塾会では同じ思いをもった人た

ちが集まり、どのような情報を発信したいのか理想を語

り合いました。はじめは正直無理だと思ってしまいまし

た。しかし、塾長を筆頭に、みんなで子育てをしながら

足と頭を全力で動かして調査し、まとめ、その結果無事

に子育て情報誌が完成し、集大成としてイベントを開催

することができました。多くの人の笑顔を見ることがで

き、この塾に携わることができて本当に良かったと感じ

ました。(長瀬 純) 

 

「長崎の子育てをもっと楽しく」を目標に、出身、年

齢や性別、職業や価値観が全く異なる人たちが集まると、

たくさんのアイディアが生まれて活動がどんどん発展し

ていき、とても面白いことになりました。イベントの成

功や冊子の完成など、目に見える成果物だけでなく、自

分の世界が広がる感覚を味わえました。育休中に何か始

めたいという思いで仲間入りさせていただきましたが、

記憶に残る楽しい思い出ができました。私たちの活動に

触れた皆様が、少しでも「楽しい」を感じていただけて

いたら嬉しいです。私たちの世代が、私たちに続く世代

が、長崎で楽しい子育てができますように。(山添友紀) 
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長崎 ・ 塾

塾長 碇 ちひろ 

1 山添 友紀 21 村上 春枝 41  

3 並木 奈緒 22 錦戸 麻里奈 42 
 

3 村上 葵 23 一橋 ありさ 43 
 

4 米井 智子 24 北村 恵美 44 
 

5 武藤 詩織 25 渕上 千紘 45 
 

6 赤城 由美子 26 小山 香菜絵 46 
 

7 太田黒 恵子 27 内野 真知子 47 
 

8 丸山 玲奈 28 柳 まり子 48 
 

9 森脇 昇子 29 森 牧子 49 
 

10 田原 美妃 30 猪岡 園絵 50 
 

11 杉村 優子 31 大西 由香 51 
 

12 山口 千賀子 32 林 紗弥香 52 
 

13 中嶋 由起子 33 長野 万里絵 53 
 

14 米田 幸 34  54  

15 前川 明美 35  55  

16 柿田 結香 36  56  

17 竹田 雄亮 37  57  

18 木村 美穂 38  58  

19 深山 明子 39  59  

20 長瀬 純 40 
 

事務局員 
子育て支援課 

今村 俊太 
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