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実行委員 
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実行委員 
実行委員：ママブース出展者のみなさま 
事務局長：都丸一昭（ママプロぐんま） 
副事務局長：福田小百合（NPO法人 ラサーナ） 
運営推進：森啓子（公益財団法人日本財団 ママプロ） 
運営推進：高井俊一郎（ミコカフェ） 
運営推進：櫻井信治（NPO法人手をさしのべて） 
運営推進：林涼介（ママプロぐんま） 
運営推進：橳島隼人（NPO法人 あかぎの森のようちえん） 
運営推進：亀田慎也（coco.izumi） 
運営推進：結城奈津美（パリッシュ出版 ままえーる編集長） 
 

 
サポーターのみなさん 
小山潤也くん（高崎健康福祉大学・アドベンチャー集団Do!） 
西谷みなみさん（保育士） 
田中瑞希さん（共愛学園前橋国際大学） 
黒田真衣さん（幼稚園教諭） 
原 果那恵さん 
（新島学園高校・国立赤城青少年交流の家ボランティア） 
酒井三恵子さん（群馬県介護福祉士協会） 
常田裕香さん 

（共愛学園前橋国際大学・国立赤城青少年交流の家ボラン
ティア） 
後藤恵実さん（看護師） 
鈴木将くん 
（東京福祉大学・国立赤城青少年交流の家ボランティア） 
大井操さん（森のようちえん主宰） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
工藤友香さん（群馬医療福祉大学・あそびクラブひまわり） 
佐俣美奈さん（群馬医療福祉大学・あそびクラブひまわり） 
飯沼美穂さん（市町村保健師） 
星野章子さん（学童指導員） 
大島朋子さん（放課後等デイサービス） 
宮前新くん（障害者グループホーム） 
中嶋陽平くん（共愛学園学童クラブ・ななめ（N）プロジェクト） 
羽鳥恵美香さん（東京福祉大学） 
大澤みのりさん（児童発達支援センター） 
金澤桜さん（共愛学園高校） 
新井里枝さん（中之条VYS・チャイルドハウスゆうゆう） 
星野未帆さん（前橋YMCA） 
郷広人くん（吉井ＶＹＳ・学童指導員） 
 

わたしたちはママと地域の子育てをサポートします 

運営推進：久林純子（みっけ！のタネ） 
運営推進：山口和也（ミコカフェ） 
運営推進：松平博政（NPO法人 キッズバレイ） 
運営推進：大川渉（KIDS SMILE PROJECT） 
運営推進：沼田翔二朗（NPO法人 DNA） 
運営推進：守屋卓政（NPO法人 DNA） 
運営推進：安司寛太（ママプロぐんま） 
ポスター制作：藤澤陽（dannagei） 
ガイドブック編集長：三橋純香（ママプロぐんま） 
ガイドブックアドバイザリー：川添祥（脳科学監訳者） 
ママブースコーディネーター：下田貞代奈（ママプロぐんま） 
事務員：與田雅晴（ママプロぐんま） 



会場MAP 

5 

１F 

２F 



会場について 
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名称：イオンモール高崎 
所在地：高崎市棟高町1400番地 

1F セントラルコート 2F イオンホール 



１Fセントラルコート(出展者一覧) 

7 

1Fセントラルコート 

スタンプラリー 
プレゼント引換所 

1.群馬県共同募金会 
2.手をさしのべて、DNA 
3.群馬県ふれあい・いきいきサロン 
  推進連絡会 
4.群馬webコミュニケーション 
5.Happymeets＆ママ祭り 
6.キッズバレイ 
7.ラサーナ 
8.ミコカフェ 
 
 
 

9.あるきんぐクラブネイチャーセンター 
   森のhahako園  
10.国立赤城青少年交流の家 
11.もんや歯科 
12.みっけのたね  
13.尾瀬新鮮組 
 
1F特設会場 
14.1Fサブコート あかぎの森のようちえん 
15.1Fカルディーコーヒー前 
 
 

スタンプラリー 



セントラルコートステージタイムテーブル 
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1Fセントラルコートステージ 

10:00～10:30 

 オープニング 
 

10:40～11:00 

 お話し演奏会 
 

11:10～11:30 

 Stand for mothers 
 子宮頸がん予防啓発活動 
 

12:40～12:55 

 メッセージショー 
 

13:40～14:00 

 チアリーディング 
 

14:30～14:50 

 ママカレッジトークセッション 
 

15:00～15:20 

 キッズダンス 
 

15:40～16:00 

 ぐんま地育キャンパストーク 
 

16:10～16:20 

 じゃんけん争奪戦 
 

「じぃじ、ばぁばが救う！ぐんまの子育て」 

お話し演奏会 弦三重奏 

ヴァイオリン 高 杉,竹内 千尋 
 チェロ Fanny Pouzalgues 

朗読 久林 純子 

「イクメンが育てば地域が変わる」 
～家庭で芽吹いたイクメンの芽を地域で育て、大きな実りとして拡散させよう！～ 

結城奈津美 
ママ歴 5年 
子どもの年齢 5歳,2歳 
所属 
パリッシュ出版株式会社 
ままえーる 編集長  
NPO法人ラサーナ 副理事 

松平博政 
パパ歴 13年 
子どもの年齢  
13歳(男)9歳(男) 
所属 
ＮＰＯ法人キッズバレイ 
代表理事 

高井俊一郎 
パパ暦 5年 
子供の年齢  
1,2,5歳 (全員男) 
所属 
山名八幡宮 
高崎市議会議員 
高崎青年会議所 

司会：須藤ゆみ 
東京のアナウンサー事務所に12年間

所属し、ＴＶのキャスター、レポーター、
ナレーター、ラジオDJ、声優、 
イベント司会などを務める。 
ＦＭぐんまの出演は、今年で１２年目。 
 

演者：佐藤 雄一    パパ歴 16年 
子どもの年齢  
16歳(女)14歳(女)10歳(男)7歳(男) 
所属 産科婦人科舘出張 佐藤病院院長 
      NPO法人ラサーナ理事 



メインステージの様子 
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ママカレッジトークセッション 「じぃじ、ばぁばが救う！ぐんまの子育て」 
佐藤病院 佐藤雄一院長、ぐんまちゃん、ママアナウンサー須藤ゆみさんが、
多産にはじぃじとばぁばの子育てサポートが必要であることを熱く語りました。 

ぐんま地育キャンパストークセッション 「イクメンが育てば地域が変わる」 
～家庭で芽吹いたイクメンの芽を地域で育て、大きな実りとして拡散させよう！～ 

パパがイクメンとして育つためには地域との関わり合いが大切だということを、
ママエール編集長 結城奈津美さん、キッズバレイ 松平博政さん、 高崎青年会
議所 理事長 高井俊一郎 さんが熱く語りました。 



ステージの様子 
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お話し演奏会（群馬交響楽団）やチアリーディング、キッズダンスはたくさんの
お客さんが見に来てくださいました。 

Stand for mothersによる子宮頸がん予防啓発やメッセージファッションショーは
女性の体のこと、日頃思っている想いを伝えてもらいました。 

ゆるキャラのぐんまちゃんやポチッと君、タカウサギもイベントの応援に駆け付
けてくれました! 



ポストツリー 
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子育ての当事者であるママがママに聞くことを大切にしながらたくさんの声を集めました。
ポストツリーには6種類の葉がありそれぞれに意味があります。 

・緑(育児環境) 
・黄緑(妊娠＆出産) 
・紫(仕事＆夢) 
・黄色(カラダ＆ココロ) 
・オレンジ(生活いろいろ) 
・ピンク(地域＆行政) 
合計 

29枚 
7枚 
20枚 
20枚 
32枚 
34枚 
142枚 

今回のイベントで集まった葉の数 



募金 
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ぐんまの未来を一緒に育てるという思いの元、ママたちが一つ一つ
手作りした募金箱を当日設置させていただきました。 

募金総額 

5,761円 



２Fイオンホール(出展者一覧) 
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出入り口 出入り口 

出入り口 出入り口 

2Fイオンホール 
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16.パン屋ころぽっくる 
17.販売員鶴子×ブルームーン 
18.ＡＺＡＲＥ 
19.みどりのともだち 
20.みどりのともだち 
21. 多文化共生ネットワーク利根沼田 
22.チャウス自然体験学校 
23.チャウス自然体験学校 
24.まなぱる 
25.足つぼヘナ屋-ayammy- 
26.ネイル＆エステボヌール 
27. 茶feなつめ 
28.ルピナス 
 

29.ナチュラルビューティーリノア 
30.グラ王国 
31. YogaJyoti 
32. BEAUTIFUL ROCK 
33.手縫いでちくちく布ナプキンづくり 
34.Parure＆三日月雑貨 
35.HappyBerry フリマ-mama＆kids- 
36.HappyBerry フリマ-mama＆kids- 
37. ricoiro.yoga-骨盤調整ヨガ 
38.ベビージャスミン 
39.ポーラザビューティ高崎駅西口店 
40. mama’s garden 
41. トータルカーサポートBLAZE 
 



出展ブース 
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33.手縫いでちくちく布ナプキンづくり 
布ナプキン作りと販売 

32.ＢＥＡＵＴＩＦＵＬ ＲＯＣＫ 
ハンドメイド雑貨 

31.YogaJyoti 
カラーセラピー 

30.グラ王国 
Reuse  news paper bag、多肉植物、鉄小物 

26.ネイル＆エステボヌール 
ネイルチップ販売 

27.茶feなつめ 
お茶体験 



出展ブース 
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41.トータルカーサポートBLAZE 
ミニカーチキチキレース!豪華賞品付き! 

35,36. HappyBerry フリマ-mama＆kids- 
フリーマーケット 

22,23.チャウス自然体験学校 
クラフト体験(お守り作り) 

17.販売員鶴子×ブルームーン 
セレクトグッズ＆ヘッドマッサージ、撮影 

38.ベビージャスミン 
ベビーマッサージ 

24.まなぱる 
英語でバルーンアート! 



出展ブース 
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28.ルピナス 
ベビーマッサージ体験 

9. 森のhahako園 
自家製酵母パン販売 

29,20.みどりのともだち 
苔玉作り 

13.尾瀬新鮮組 
寄せ植えのワークショップ(体験) 

14.あかぎの森のようちえん 
ぶんぶんゴマ作り 

林野庁 
ウッドスペース 



実行委員会ミーティング 
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実施日時：2014年1月27日(月) 11:00～12:30 
実施場所：山名八幡宮 大広間  参加人数：２０人(うち子供２人) 

実施日時：2014年2月11日(火) 11:00～12:30 
実施場所：山名八幡宮 大広間  参加人数：４２人(うち子供１８人) 

イベントにブース出展していただけるママ、地域、NPOの方たちへの出展説明と出展者や実
行委員同士が交流を深められるように事前説明会を３回実施いたしました。 

場所は安産・子育ての宮で知られる山名八幡宮にて行い、子連れでも参加できる形を大切
にしてきました。最初は実行委員やママの数も10名強でしたが、最終的に100名を超える
方々に参加していただきました! 

実施日時：2014年2月23日(日) 11:00～12:30 
実施場所：山名八幡宮 大広間  参加人数：４７人(うち子供７人) 



実行委員会ミーティング 
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ぐんま地育キャンパス実行委員会キックオフ 
実施日時：2013年12月10日(火) 11:00～12:30 
実施場所：山名八幡宮 大広間  参加人数：１４人(うち子供１人) 

事前説明会を行う１か月半前から実行委員会はミーティングを重ねてきました。 
最初は実行委員も10名程度、参加しているママたちも不安でいっぱいでしたが、徐々にたく
さんの地域の方々が協力してくださるようになりました! 

実施日時：2014年1月10日(金) 13:00～15:00 
実施場所：ハーモニー  参加人数：１７人(うち子供２人) 



チームビルディング 
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当日100名近いスタッフを動かすコアチームを作るため実行委員、ボランティ

アスタッフ、ママたち、地域のブース出展者などイベントに参加する人たちで
前日にチームビルディングを行いました。 

こうした舞台を一緒に作り上げていくプロセスにおいて地縁が結ばれ、イベ
ント終了後も続いていく関係を築くことができました。 



実行委員会 ママまとめ役メッセージ 
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□関わったみなさんとこれからやっていきたいこと 
私はみなさんのように手に職や資格があるわけではないのですが、みなさんが子育て真っ最中でも、やりたいことをでき
る、困っているママがいたら自然に声がけができる子育て環境、パパ、子供たちが笑顔になる、みなさんが活躍ができる
場所を作って行きたいと思っています。 
 

□伝えたいこと。 
暗黙の了解で子育ては母親だけの仕事になっているのを子供を出産してしみじみ感じています。 母親は無理して頑張れ
てしまいます。そして知らずに疲れは溜まります。ママを癒してくれるのは誰なのでしょうか？ 1番は子供の笑顔だと私は
思います。が、子供の笑顔を受け入れられない、余裕がない日もあります。 そんな時、誰かが手を差し伸べてくれたらもっ

と子育てが楽になってもっとたくさんの子供たちの笑顔を守れるのではないかと思います。私は群馬県をこの活動をきっ
かけに愛せることができたので、群馬の未来である子供たちにも愛してもらいたい、今よりもっと子育て環境をよくして行
きたいです。そのために1人では何もできない私なのでみなさんに仲間になって頂き、群馬の未来をともに育てて行きたい
です！ みなさんと出会い、仲間になれたことに感謝します。ありがとうございます。 

吉田 麻利  よしだ まり         ママ歴5年  女の子（5歳）、男の子（1歳） 

                            前橋出身  専業主婦 

□活動のキッカケ 
渋谷から高崎に引っ越してきて今まで仲良くしていたママ友と
も離れ、子供たちを遊ばせる所もわからず閉鎖的な孤独な育
児をしていました。そんな時、渋谷でゴミ拾いの活動をしている
sfmのメンバーが日テレのニュース番組にでていました。 私も
渋谷に戻って活動してみたい。と思いsfmにメールをしてみまし

た。タイミングよくこれから高崎でも活動をすると聞き活動に参
加したのがきっかけです。 
 

□やってみて見えてきた可能性 
まず活動に参加したことにより群馬の様々な方とのご縁と出会
いがありました。 同じくらいの子供たちをもつママの仲間たち、

子育て支援に関心のある地域の大学生や商店街の方々、そ
れに新聞記者さん、npo法人の方々や企業の方々やアナウン
サーさんなどなど…普段、子育てだけをしている主婦である私

では中々交われない方々と触れ合うことにより、社会と繋がり
孤独な子育てをしていたのが、たくさんの方々に支えされ、助
けられ、1人じゃない、感謝の子育てに変わりました。 自分の

経験により、行政だけに頼らない地域ぐるみの子育て環境を
まだ孤独な子育てをしているママさんがいたら1人ではないこ

とを知って頂きたいし、結婚や出産が障害になり諦めてしまっ
ている自分自身がやりたいことや夢を諦めずやって頂けるよう
なサポートができるのではという可能性が見えてきました。 



メディア掲載 
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パリッシュ出版(2月25日) 
上毛新聞(3月10日) ぐんま経済新聞(3月6日) 

朝日新聞(3月6日) 

上毛新聞(3月7日) 

読売新聞(2月28日) 

朝日新聞(2月28日) 

数多くのメディアにイベントの様子が取り上げられました! 



メディア掲載・ラジオ出演 
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ぐんま経済新聞(3月13日) ラジオ 
・2月19日(水)13時～ 
 生放送 前橋ＣＩＴＹｆ『Ｍｓガーデン』 
・2月27日(木)9:30～  
 生放送 ☆FMぐんま『site911』 
・3月2日(日)10:30～  
 放送 ☆ラジオ高崎『ハナハナストリート』 
・3月2日(日)18:00～  
 放送☆ラジオ高崎「radi-com」 
・3月6 日（木）FM ぐんま 朝ナビ 8:20~ 
 
テレビ 
・J:COM Hometown ぐんまにあ 放送 



公式ポスター 
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ナビボード 
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表 

裏 



チラシ 
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表 裏 

実行委員会のママさんたちのネットワークにより、手配りで4000名を配り終えました。 



チラシ設置協力 
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以下の場所にチラシを設置していただきました! 
 
★高崎 
 <飲食店>  
・きのえね様 カフェレストランLeaf様 ・インドカレーダンニャバード ・ラ・メーゾン様 
・サプコタ様 ・melotte111様 ・串焼き金星様 ・お好み焼き風魔様 ・MORIOCAFÉ様 
・居酒屋桃花源様 ・Lohas様 ・福カフェ様 ・ＧＧＣ様 ・レストラン＆ダイニングバー KARO  

<保育施設> 
・国分寺幼稚園 ・高崎櫻ヶ丘保育園様 ・らるきっず様 ・ハーモニー様  
・エルフリオ様 ・新島短期大学子育て支援施設  

<その他> 
・今井だるま店様 ・高崎市公民館 43か所 ・ビューティフルロック様 
・山名八幡宮様 ・佐藤病院様 ・マルエドラッグ様・高崎市少年科学館 
・スズキアリーナ高前オートクリーン様 ・Whoever-19様(美容室) ・coco.izumi様 
・コープ寺尾店様 ・yumeya様 ・高崎観音山ファミリーパーク・高崎福祉センター 
・セントラルウェルネススポーツクラブ様 ・高崎音まちプロジェクト 
・高崎福商店街 ・ＬＵＣＥ様 

 
★前橋  
<保育施設> 
・前橋プラザ元気２１様 ・木の実幼稚園様 

 <その他> 
・レディバク(カフェ) 様・Green Tomorrow様 
・KANTETSU(雑貨屋)様・YogaJyoti(ヨガ)様 
・シノエダンスアート様・エステサロンLinoa様 
・ダンススタジオＢ-dream様・るなぱあく様 
・前橋カトリック教会様・森のhahakoen様  
・GYM様(ダンススタジオ) 

 
藤岡市  
・Losmariachi様  

 
群馬 
 ・humpty dumpty様 



スタンプラリー台紙 
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表 

裏 



スタンプラリー景品 
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会場内のブースを回るスタンプラリーを実施、その商品多くの企業様に頂き
ました!(順不同・敬称略) 
POLA THE BEAUTY  化粧品  
永井酒造 日本酒 1本  
歯ブラシ25本  
子ども用パズル  
星野物産株式会社 パン120個  
星野物産株式会社 煮込み平うどん100食  
星野物産株式会社 てぶりうどん50食  
株式会社有花園 お花  
きゅうり5kg  
尾瀬新撰組 ジャム  
今井だるま店 だるま  
大塚製薬 イオンウォーター 240本  
GGC 商品券  
プティポンム 商品券  
フェドラ おもちゃ 



今後の活動案 
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8月

イベント

プレ
ワーク
ショップ
【プレWS】

ワーク
ショップ
【WS】

ツール
開発

2月 3月 4月 5月 6月 7月

【イベント：3/9】

ママプロぐんま

【集客】2500名

【場所】

イオンモール高

崎

イベント

事前準備

【プレWS】

ママの疾患

全般

【定員】5名

【場所】

高崎ｵﾌｨｽ

【WS】

ママの疾患

全般

【定員】20名

【場所】

山名八幡宮

ミコカフェ

ツール原稿作成

編集

校正・修正

デザイン

【プレWS】

生理痛は病

気のサイン

【定員】5名

【場所】

高崎ｵﾌｨｽ

【WS】

生理痛は病

気のサイン

【定員】20名

【場所】

福カフェ

【プレWS】

ママと健康

【定員】5名

【場所】

高崎ｵﾌｨｽ

【WS】

ママと健康

管理

【定員】20名

【場所】

あすなろ

カフェ

【プレWS】

ママと食事

【定員】5名

【場所】

高崎ｵﾌｨｽ

【WS】

ママと食事

【定員】20名

【場所】

パリッシュ

出版

会議室

【プレWS】

かかりつけ

医をもつ

【定員】5名

【場所】

高崎ｵﾌｨｽ

【WS】

かかりつけ

医をもつ

【定員】20名

【場所】

ハーモニー

仮のテーマです。講師・

場所・アイディア募集中

事前出展者ミーティング、実行委員会ミーティング、イベント運営を通
じて生まれた縁を活かして、子育て支援を通じた地域づくりを始めます。 
 
ママに頼れる仲間との出会いを。 
パパが地域と繋がるキッカケを。 
地域が子連れを許容する事例を。 
そして、子どもにふるさとを愛するキッカケを。 
 
 
毎月1回のペースで、実行委員とブース出展者とのコラボレーションで
地域に根差した子育て支援を一緒に取り組んでまいりましょう。 
地域イベントがあったら、お声掛けください！ 


