
都道府県 支援先団体名 事業名
金額

（千円）

1 北海道 くしろゴールデンシアターきらり座
地域の子供たちと高齢者劇団の交流事業「おばあちゃんからのメッセージ江戸
しぐさを知っている？」 270

2 北海道 特定非営利活動法人　こども・コムステーション・いしかり 子育て相談電話の受け手（傾聴）ボランティア活動事業 300

3 北海道 パーソナルアシスタント　ペング 障がい児者の創作活動（ペングアート） 160

4 北海道 特定非営利活動法人　LapoLapoLa 障害児者とアートによる子育て交流事業 300

5 青森県 特定非営利活動法人　弘前こどもコミュニティ・ぴーぷる おもちゃが育む子どもの健全育成事業 300

6 青森県 親子ふれあい会
ぼくらをわかって!!～プラスワン運動～（障害の理解者を増やすために友だ
ち、先生、誰でも1人さそって一緒にすごそう!!） 270

7 青森県 青森LD親の会「こんぺいとう」 「ぼくらはチャレンジャー」こんぺいとうキャンプ 270

8 岩手県 ボランティア保育ママの会「グランマ」 老人パワーによる子育て交流広場 100

9 岩手県 舞スマイルダンス教室 子ども達との舞台づくり～ダンス・Song・ダンス～ 300

10 岩手県 子育てサークル連絡会　ゆーりん 楽しく賢い子育て推進事業 260

11 岩手県 子育て支援グループ「ひよこひろば」
出会い、ふれあい遊びを楽しんで！
－赤ちゃんからシルバー世代まで－ 250

12 宮城県 ボランティアグループほのぼの会 地産地消の安全なクッキング教室 150

13 宮城県 共に福祉を考える会　つくしの会 音楽療法ワークショップ 270

14 宮城県 子どもの問題を考える会仙台 「子供の心のサインの見つけ方とその対処法」＆自律訓練法 270

15 宮城県 特定非営利活動法人　しばた子育て支援ゆるりん 親子ふれあい事業“ゆるりんひろば” 100

16 宮城県 匠民―TAKUMIN― 子どもの「生きる力」を育む体験活動の展開 100

17 秋田県 子どものファーストエイド普及協会　アクフィ 赤ちゃんと小さな子どものための救急教室 250

18 秋田県 子育てネットサポート「willこねっと」 きらめきプレママサロン 180

19 山形県 特定非営利活動法人　ふれあいにこにこの丘 子供のためのにこにこ料理講座 130

20 山形県 With優 子育てネットカフェ 240

21 茨城県 読み聞かせ隊「きらきら」
パネルシアター、読み聞かせ（大型絵本等）を通して、子ども達に「い・の・
ち」の大切さを伝える為のボランティア事業 110

22 茨城県 つくば子どもと教育相談センター
不登校児童・ひきこもり青年への支援事業「子どもの家」「青年のつどい」
「子どもまつり」 300

23 栃木県
特定非営利活動法人
障害児・者トータルサポートセンター空

地域から国際人を育てるボランティア事業 300

24 栃木県 サバイバルネット「ライフ」
宇宙科学と世界の植物を見学する～DV被害虐待児に未来を想像できる種をまく
～ 150

25 栃木県 ポッポひろば ポッポひろば 300

26 栃木県 カンガルーOYAMA 小山市民16万人の児童虐待撲滅大作戦（オレンジリボンキャンペーン） 300

27 栃木県 ボランティアグループ　あしかが子育て応援ネット ペアレントトレーニング及びトレーナー養成講座 250

28 群馬県 特定非営利活動法人　手をさしのべて 不登校ひきこもりを含む子育て支援事業 300

29 埼玉県 子育てネット・ぽっぽはうす 「わいわいクッキング～みんなで楽しく晩ごはん作り～」事業 150

30 埼玉県 くまがや地域通貨研究会 イエローハンカチーフ・プロジェクト2009 300
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31 埼玉県 保育グループ　ふうせん 蕨市子育て応援冊子「おおきくなあれ！」の作成・発行 190

32 埼玉県 ことばのいずみ教室 幼児期におけるLD（学習障害）ハイリスク児への教育支援活動 300

33 千葉県 サークル“どんぐり” 食物アレルギーとその表示を学ぶ勉強会 300

34 千葉県 特定非営利活動法人　『みんなのおうち』 発達に即した親子参加型イベント　子育ち・親育ち事業「みんなの広場」 300

35 東京都
東京女子大学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 300

36 東京都 東京チャターズ
ボランティア・グループ東京チャターズ創立10周年記念「親子で体験　腹話術
の会」 300

37 東京都 特定非営利活動法人　おおぞら会 地域で障がい児の理解と共に生きるための交流活動 250

38 東京都 特定非営利活動法人　なかよし会 「じゃんぷ」（障がい児夏期キャンプ合宿事業） 250

39 東京都 Boys Next Door Boys Next Door（重複障害児の余暇活動・自立支援） 300

40 東京都 「知ろう！小児医療　守ろう！子ども達」の会 「子どもの病気とその対処法」事業 300

41 東京都 サポート　アイアイ 楽しく子育て　親育て 280

42 東京都 石神井・冒険遊びの会
石神井プレーパークにおける子育て支援「手作り遊具で子供と遊ぼう」（四回
連続イベント） 250

43 東京都 子育て支援ボランティア　ミニトマの木
親子の絆を深める
ベビーボンディングとリトミックそしてミニ音楽会 250

44 東京都 ふしぎなポケット ふしぎなポケット 300

45 東京都 特定非営利活動法人　学びの広場
障がいを持った子どもたちとボランティアとしてサポートする青年たちの“お
もちゃのひろば”事業 250

46 東京都 かつしか夢プラス 対人関係に悩む子どもを抱えた保護者支援事業 250

47 東京都 東久留米の育児応援マップを作る会
東久留米市
『地域で繋がる子育てリング』子育て支援事業 300

48 東京都 軽度発達しょうがい足立区の会　ゆに～く 発達しょうがいの啓発を目的とする講演会活動事業 100

49 東京都 財団法人　東京基督教女子青年会
東京YWCA板橋センター
「障がい児きょうだいの会」の支援 270

50 東京都 特定非営利活動法人　地域子育て支援センター 地域における多世代交流の広場 200

51 東京都 「みんなのおうち」 のびのび親子ひろば「みんなのおうち」 250

52 東京都 てのひら～人身売買に立ち向かい会
自立支援教室に通う、外国籍DVサバイバー女性の同伴児を世話する「子どもサ
ポーター」提供事業 270

53 東京都 多摩多胎ネット 多胎育児における妊娠期から育児期をとおしてのピアサポート活動 250

54 神奈川県 （保育ボランティア）子育てじゃん・けん・ぽん 保育ボランティア養成講座 220

55 神奈川県 発達障がい児者支援グループ　ふれんど 「発達障がいのある人の豊かな生活について」講演会 230

56 神奈川県 みなみ・サンバの会 スマイル・パレット 300

57 神奈川県 昔の遊びを伝える会 昭和の蔵で、昔の遊びを、平成の子供達に伝える。 300

58 神奈川県 地域で生きるこどもたちの会 障がい児のための芸術活動支援事業 250

59 神奈川県 特定非営利活動法人　アレルギーを考える母の会 「アレルギーを考える母の会」発足10周年記念講演会 250

60 新潟県 特定非営利活動法人　にいがた・オーティズム 自閉症啓発のためのシンボルキャラクターステッカー普及活動事業 230
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61 石川県 金沢・若人もれしゃん塾
【地域エコ交流プロジェクト】
ぼくの！わたしの！エコバッグ★大作戦！！ 100

62 石川県 聴覚障害児子育てサークル　みみりん
聴覚障害児のコミュニケーション支援～家庭内での孤独をなくし、家族との対
話ができる環境をめざして～ 240

63 福井県 夢みらい子どもげんき村 夢みらい子どもげんき村 300

64 山梨県 特定非営利活動法人　虹の谷 「ファーム教室」無料体験 250

65 長野県 ながのスクールソーシャルワーク研究会“おむすび” 地域の中で子育て・子育ちを支えるための学習会と協働づくり活動 300

66 長野県 泰阜村自然体験活動推進協議会 森のようちえんを支える母親ネットワーク活動 250

67 長野県 ながの子どもを虐待から守る会
子育て中の親に対するお母さんの子育て講座及び母親へのグループカウンセリ
ング（MCG）事業 200

68 長野県 発達教室　ほっぷすきっぷじゃんぷ 障害者の音楽活動支援（ダウン症青年のピアノコンサート普及） 250

69 長野県 発達障害児・者及び家族支援の会シーズ 地域における発達障害ボランティア養成と交流を目的としたワークショップ 300

70 長野県 特定非営利活動法人　ヒューマンネットながの 障害児の親ケアプロジェクト 250

71 岐阜県 特定非営利活動法人　恵那山みどりの会 異年齢集団による自然体験、手作り教室の充実と拡充 270

72 岐阜県 岐阜ダウン症の会ピュア 障害児のための余暇活動支援事業 300

73 静岡県 引佐おもちゃ図書館 おもちゃの拡充・整備 100

74 静岡県 静岡カウンセリング研修センター（もみの木教室） 電話による子ども対象（いのちの電話）無料カウンセリング相談 250

75 静岡県
高砂町地域親子サークル・りとるきっず
（りとるきっず・たかさご）

島田市第三学区・子育て親子の地域交流と遊びの広場事業 40

76 静岡県 特定非営利活動法人　ポレポレ 異世代で笑い喜び学びあうぽっかぽか事業 250

77 静岡県 伊豆海洋自然塾 下田キッズのいそあそび教室 250

78 愛知県 マザーズ　バンド　ランラン ママさん吹奏楽団 250

79 愛知県 チャンス ティーンズのための『読書会＆フリートーキング』 300

80 愛知県 ぷくぷくばるーん バルーンを通して子供達に笑顔を届ける活動 300

81 愛知県 特定非営利活動法人　恵の実
地域の子育て支援
「父母・保育士のための子育てリズム講座」開催事業 300

82 滋賀県 音の宅配便“そよかぜ” 親子で手づくり音楽会～小学生余暇支援事業 230

83 滋賀県 逢味おむすび隊
「学校給食から食育を考える」
～学校給食からわかること～ 200

84 京都府 特定非営利活動法人　ファーム 感覚統合療育キャンプ 270

85 京都府 障害児学童　洛西クラブ
[1]発達障害児社会参加及び自立促進事業
[2]障害児支援ボランティア育成事業 300

86 大阪府 特定非営利活動法人　チャイルド・リソース・センター いのちの学び　～ボク、ワタシ、みんな大事～ 140

87 大阪府 子ども“わいわい”ネットワーク茨木 “わいわい”フェスタ 240

88 大阪府 社会福祉法人　つながり
『よっとどっ来い』（知的障害児のための自然体験事業）『騒いでもいい映画
館』 250

89 大阪府 特定非営利活動法人　ウィズ生活支援センター 地域における子育て支援事業 300

90 大阪府 特定非営利活動法人　あすかコミュニティ 地域こども大会～昔の遊び・工作＆お宝こうかん市～ 300
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91 大阪府 にほんごサポート　ひまわり会
外国人母子＆日本人母子のふれあい日本語教室
「ひまわり親子サロン（仮称）」の開設 300

92 大阪府 きりん倶楽部 泉北・さやまの子育て情報＆コミュニティサイト 270

93 大阪府
特定非営利活動法人　ふれあいネット
子どもとおとなが遊びを考える会

「公園であそぼ！」 90

94 大阪府 西成子ども応援サークル　スプッチ
放課後に青少年会館で「学ん」で「遊ぼう」
スプッチ子ども会活動 250

95 大阪府 クワガタ探検隊 拡がれ！里山の命からのメッセージ 250

96 大阪府 苅田南どんぐりクラブ 児童虐待防止プログラムの実施 300

97 大阪府 特定非営利活動法人　アジア子供支援フジワーク基金
大きなボールを打って支える「キンボール」に挑戦！
～ニュースポーツでコミュニケーション力を育てよう～ 300

98 大阪府 特定非営利活動法人　南河内こどもステーション ふれあいキャンプ事業 300

99 兵庫県 C・キッズ・ネットワーク
来て　見て　遊ぼう　消費者キッズ！
～すごろくで学ぶ　良いおやつの選び方～ 300

100 兵庫県 幼児サークル　フルーツバスケット 世代間交流と子育て支援 300

101 兵庫県 自主保育　山のようちえん 自然の中での育児と育自を相互支援する 250

102 兵庫県 灘日本語ボランティアの会（灘わくわく会） 外国から来た子どもたちの日本語学習教室 250

103 兵庫県 たんぽぽの会 障がいを持つ子どものふれあいプール遊びの支援 300

104 兵庫県 フリースクール寺子屋 コミュニティ　レストラン 120

105 兵庫県 Apple Kids お父さんと青空教室（野菜作りと科学工作） 300

106 兵庫県 よりみちクラブ運営委員会 学齢期障がい児童の休暇余暇支援・長期休暇の預かりにおけるボランティアネッ 200

107 兵庫県
特定非営利活動法人
起立性調節障害　ピアネット　Alice

起立性調節障害とそれに伴う不登校を考える勉強会 270

108 奈良県 特定非営利活動法人　和
アドバイザーと読み聞かせによる子育て支援と伝統料理教室を通しての多世代
間交流 300

109 奈良県
特定非営利活動法人
地域密着型相談センター　とまり木

とまり木キッズ～路地長屋がつくる遊びと学びと交流空間～ 270

110 奈良県 特定非営利活動法人　DEAR DEER－あおによし
～地域ふれあい支えあい～
「演劇を通して子どもたちに夢と感動を！」 200

111 和歌山県 和歌山こどもの広場 「パパとつくるクッキング」事業 300

112 和歌山県 有田地方教育相談室「みらい」 登校拒否・不登校・ひきこもりの子どもたちの自立援助 300

113 鳥取県 Ya～！For　Kids 子どもとの「コミュニケーション」いっしょに考えよう！ 210

114 島根県 特定非営利活動法人　おやこ劇場松江センター 子育てサロン　ほっと　ちょこっとカフェ 250

115 島根県 浜田ことばを育てる親の会
浜田ことばを育てる親の会
結成35周年記念講演会・合宿勉強会 300

116 広島県 友楽タイム実行委員会 友楽タイムおいでよわせだっ子 180

117 山口県 ふれあいの森なんでも工房 子どもの健全育成支援 250

118 山口県 山口TEACCH研究会 余暇くらぶ　くれよん 300

119 香川県
特定非営利活動法人
綾上子どもの里インターナショナル・スクール

親子料理教室 200

120 香川県 かがわあそびの学校
丸亀市本町商店街「スペース114」
手づくり遊び教室 300



都道府県 支援先団体名 事業名
金額

（千円）

平成２１年度（第１５回）キリン･子育て公募事業助成先一覧 

121 愛媛県 トマト劇団 オリジナル英語劇製作及び県内巡演事業 300

122 愛媛県 療法的音楽活動サークル「カノン」 障害のある子ども達の音楽くらぶ 180

123 愛媛県 えひめおはなしネット
チャレンジ！おはなし会
中・高生のためのおはなしボランティア養成講座
開催事業

280

124 愛媛県 OKiDoKi 親子異文化イベント事業 300

125 高知県 特定非営利活動法人　NPO高知市民会議 こどもが運営する「とさっ子タウン」プレ・ワークショップ 300

126 高知県 特定非営利活動法人　高知県自閉症協会 高知県内横断移動保護者座談会事業 180

127 福岡県 フォーチュンズ SHOW-GUYS　ステージプロジェクト 300

128 福岡県 ふくふく日本語クラス 外国人のための託児付き日本語教室 300

129 福岡県 特定非営利活動法人　マリゾンビーチスポーツクラブ ライフセービング体験教室 240

130 福岡県 ひまわり実行委員会
こどもたちと創る北九州の未来
～ひまわりを咲かせよう～絵画展 270

131 福岡県 特定非営利活動法人　オープンスクールM.R.C 不登校児童のための居場所づくりと社会体験事業 270

132 福岡県 特定非営利活動法人　女性エンパワーメントセンター福岡 多文化＆多言語　すまいる子育てサロン　事業 300

133 長崎県
長崎県立大学・学生発!育成支援隊
手作りを楽しもう会

学生発!育成支援隊　手作りを楽しもう会 250

134 熊本県 特定非営利活動法人　くまもと子どもの人権テーブル 子どもの人権擁護のためのおとな支援者を支えるシンポジウム開催事業 270

135 大分県 大分市おやじネットワーク
『全国おやじサミットイン大分』開催による親父の子育て活動促進・ネット
ワーク形成事業 250

136 大分県 あっとほうむ　ぷれいす
「女性の為の学んでマナー」
障害者　地域、社会参加支援事業 270

137 宮崎県
宮崎LD・発達障害親の会
「フレンド」

発達障害にある中・高生の就労活動支援のための
講演会及び当事者研究会 200

138 宮崎県
都城地区　子どもと家族・関係者の集まり
ポン太クラブ

発達障がい児と家族の学習・交流事業
「ポン太クラブ青島キャンプ」 180

139 鹿児島県 NPO法人かるがも病児託児ルーム 子育て就労支援事業 250

140 沖縄県 みらい子育てネットかなぐすく こどもエイサー隊で地域活性！！ 200

141 沖縄県 沖縄　なは　子ども劇場 広がれ「あそびのわ・こどものわ・地域のわ」 240
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