
ぐんまそだち
転入ママが困った時のキッカケになる。

ぐんまそだちが考えるママ支援と子育て支援

群馬県「平成 27 年度 子育て支援ネットワーク形成事業」
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転勤族協会（愛称：TKT48）　
HP：http://tkt48.net/
メール：info@tenkinzoku.net
全国 47都道府県＋海外＝ 48地域の転勤族の妻、
略して、TKT48。
全国から地域情報を発信したり、地域交流イベン
トを開催して、転勤先の地域を応援しています。

初めての群馬転勤。

市役所に転入届は出した。
その時に、子育て関係のパンフレットももらった。
子育てサークルもあるみたい。

でも、地名がわからない。車もない。
行っても……友達できるかな？

「転勤族はちょっと」と思われないかな？

引越直後、上の子が熱を出した。
氷嚢が欲しいけれど、下の子と熱を出した上の子を
連れて買い物に行けない。

仕方がないから、勇気を出して、向かいのおうちに
突撃訪問。
引っ越してきた時に挨拶したきりだけど……

「氷嚢貸してください」頑張って、言ってみた。

それ以来、
「これ食べるか？」「風邪引いてないか？」
「暇かい？」「お茶していくかい？」
いつも声をかけてくれて温かく見守ってくれる、

「知り合い以上、友達未満」になれた！

私たち転勤族や、転入してきたママが欲しいのは、
困った時に、ちょっと相談できる相手。
そして、子どものことだけではなく、自分のことも
話せる場所。

群馬のママたちの居場所を作っている「ママプロぐ
んま」
転勤族の妻たちの居場所を作っている「転勤族協会
TKT48」
そして、群馬で出会ったママたち。

みんなで、「群馬に来て、次の一歩」を踏み出すため
の冊子を作りました。
それが「ぐんまそだち」です。　

「子育て支援」情報だけではなく、
「ママ自身を支援する」趣味・キャリアなどの情報も
載っています。　

みんな、群馬に来たばかりの頃は不安でした。

でも、TKT48 チーム群馬リーダーの丹羽芳子さんの
ような、
群馬生活を楽しむための情報をたくさんくれる、

「群馬のおかあちゃん」に出会えて、とても楽しい日々
になりました。　

ぜひ、「ぐんまそだち」に掲載されている団体に参加し、
興味がある人々に会いに行き、色々なことを教わって、
楽しい群馬生活を過ごして下さいね。

転勤族協会 TKT48 代表／高崎観光大使　奥田美和

はじめに
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転入ママと地元ママで座談会を          
しました！

年が明けたばかりの、まだまだ寒さが増している 1月中旬。暖か
な晴れの日。群馬県高崎市のとある場所に群馬に転入してきたママ
と地元で生活するママ、TKT48 のメンバーが集まって、これから
転入してくるママの為に役立つ冊子作りの座談会が開催されました。
会では沢山の意見が交わされ、多くの体験談が語られました。そこ
で出た一つの考え、それは「ママ自身の支援」と「子育ての支援」
は違うという事でした。その一つの「キヅキ」を冊子に込めて、こ
れから転入するママの「キッカケ」になればと思います。ご理解し
て頂きたいのは、我々がご紹介するのは一つの導きであって、高崎
市にはもっと沢山の支援があります。多くの場所から転入ママがど
う選ぶのか、その手引きになればと思います。
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参加したママのご紹介

奥田さん
TKT48 代表。IT コンサ
ルタント。お隣の埼玉県
本庄市に住んでいます。

清水さん　[ 地元ママ]
三児のママ。食育イン
ストラクターとして活躍
しています。

丹羽さん
TKT48 チーム群馬リー
ダー。エクササイズ「ジャ
ザサイズ」の講師をして
います。

相澤さん　[ 転入ママ ]

一児のママ。結婚を機
に群馬での生活を始め
ました。

千輝さん　[ 地元ママ ]

ちゃいたかサポーター。
最近は駄菓子屋を運営
しています。

大河原さん [ 転入ママ ]

福井県出身。二児のマ
マで専業主婦です。

石黒さん　[ 地元ママ ]

一児のママ。現在プロ
グラマーの仕事をしてい
ます。

伊東さん　[ 転入ママ ]
千葉県出身。二児のマ
マです。

羽鳥さん [Uターンママ]

U ターンで群馬に帰って
きて、お隣の前橋市で
子育てをしています。

藤原さん　[ 転入ママ ]
和歌山県出身。大阪か
ら転勤で群馬にきまし
た。
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　先ず病院や保健所とか子どもに必要な施設を探しました。

　地域情報が載っている冊子って、
　転入時にもらえないですよね。

　車が無くても行ける場所とか重要ですよね。

　ママサークルとかは探すけど、サークルって
　ハードルが高いからなかなか行けないです。

　結構、地域のコミュニティって密度が高いから、
　地元の人間でも馴染めない場所は多いかもしれない。

　ママサークルよりも支援センターとかの方が気軽ですよね。

　無理して、頑張って参加するよりも、
　気軽に立ち寄れる方が転入者、初心者には良いですよね。

 子どもの予防接種のスケジュールなど知りたかったです。

転入した時の子どもの年齢にもよってですけど、高崎市の
公共施設はとりあえずネットで片っ端から調べました。笑

転入ママは車が無い場合が多いよね。

公園デビューって高崎市ではあまりないですよね。

出来てしまったコミュニティにはなかなか入れない。

　サークルはママの関係が強いけど、支援センターは
子どもの施設だから気が楽かもしれない。

サークルもそうだけど、子どものママ友作りと自分の友達
作りはちょっと違う。

座談会の意見をピックアップ！
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子どものママ友は学校が変わると関係も終わっちゃうけど、
自分の友達はずっと続く場合が多い気がする。

殆どの情報が子育て支援ばかりだからママの情報も欲しい。

子どもだけではなく自分の友達作り、
子育てが終わってからも続く友達作りがあっても良い。

子育ての不安もそうだけど、単純に話し相手が欲しい。

転入ママは孤独だから、駆け込み寺みたいな
場所があってもいいかも。

転入ママの先輩たちがどう通ったかが
パパッとわかるみたいな？

細かい情報はネットで調べてもらえばいいから、
この冊子は「ママ」と「子育て」を分けて、
子育てとママのそれぞれに必要な情報の導き方の一つ
のキッカケになる冊子がいいですね。

ママと子どもでいうと、子育て支援は充実しているけど、
ママ向けの支援って実は少ないよね。

キャリア支援とか、リラクゼーションとか、子育て支援と
ママ支援は微妙に違うんだと思う。同じだと思っていても違う。

出たくても育児で出られない人には
ネット情報の充実が大切かも。

サークルに参加する理由は友達以上に
純粋な話し相手を探している。

ネットの情報以前に、初めにどうしたらいいかの導き
は欲しかったかも。人によって必要な情報は違うから、

それ以前の道筋があったらいいよね。

次に進む「キヅキ」としてロードマップみたいな情報
があると嬉しい。

高崎のママが集まった座談会は高崎に転入するママに伝えたい事で大盛り上がり。先輩

ママ、地元ママとして、新しいママを迎える意見や、実体験が多く話し合われ、その中

で知って欲しいポイントと冊子の方向性を決める発言をピックアップしました！
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ママ自身の支援と子育て支援、　　転入ママのはじめの一歩。

ママ自身の支援としての一歩「行動範囲を広げる」

高崎のママから一言

マタニティママの転入は、大切な命を抱えながらの新しい生活になりま

す。行動範囲も限られ、孤独になりやすい状況だと思います。そこで転

入ママのはじめの一歩としてご紹介したいのは「交通機関」と「病院の

取り組み」です。車の無い転入ママは「子育て支援タクシー」がとても

便利です。また産婦人科病院は必ず行く場所なので、効率よく情報を得

る為に、病院の取り組みを調べてみてはいかがでしょうか？

出産子育てを含めた女性の元気をサポート
する団体で、歴史ある病院や、自治体のバッ
クアップを得て、女性のQOLが向上する
為の取り組みを高崎市で多く行っています。
「高崎美スタイルマラソン」は子宮頸がん予
防啓発をコンセプトに、また女性特有疾患

や健康に関する勉強会、栄養、健康に関する市民公開講座など、多様な
取り組みを行っています。地縁の無い転入ママがママ自身として出産と
向き合う為の準備に役立つかもしれません。

＊不安だらけだけど、はじめの一歩が大切だよね。（石黒さん）

＊子どもの急な発熱などにも対応できる用意をしておこう。（相澤さん）

NPO 法人ラサーナ高崎市ならココ！

住所：高崎市若松町 96　URL：http://npo-lasana.org/



マタニティママ編
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ママ自身の支援と子育て支援、　　転入ママのはじめの一歩。

子育て支援としての一歩「地域の子どもを知る」

高崎のママから一言

マタニティママはまだ出産した後の事までなかなか考えられないで

すよね。でも子どもが生まれれば子どもを中心としたコミュニティ

がどんどん形成されていきます。だからこそ出産前にパパと一緒に

地域の「子育て支援サークル」に行ってみて下さい。地域の子ども

の遊び場を見たり、地域の子育て支援を事前に知る事で、自分の子

どもが地域で成長するイメージをしっかりと持つ事が出来ます。

高崎市通町にある慈光保育園の子育て支援
センターは高崎駅から近く、車の無い転入 
者に人気の子育て支援センターです。保育
園内で運営しているので、保育士と助産師 
のいる子育て支援センターとして、子ども
が安心して遊べるのも魅力の一つです。高

崎市内各地でそれぞれ特色のある子育て支援センターを運営しており、
園をお探しのパパママにとっても園選びの一つ参考にもなると思います。

＊子どもが遊べる場所がある地域かどうかが大事！（藤原さん）

＊子どもができたとわかってから、園のことは意識してなきゃ。（千輝さん）

子育て支援センター ( 慈光保育園 )高崎市ならココ！

住所：高崎市通町 90　電話：027-323-4002



ママ自身の支援としての一歩「転入で広がる可能性」

高崎のママから一言

産後の体調戻りを待たずに育児が始まるので心身共に大きな負担がかか

ると思います。また地域の知り合いも子どもが中心の出会いになりやすい

です。さらに転入という状況はどうしても孤独になり、育児以外で自分の

存在理由を失いがち。でも転入先は新しい土地だからこそ、あなたの新

しい可能性が広がると、少し考え方を変えてみましょう。一歩踏み出せば、

自分の知らない新しい自分を発見できるチャンスだと思いませんか？

ママ自身の支援と子育て支援、　　転入ママのはじめの一歩。

8　

高崎市ならココ！高崎市ならココ！ 上州ボニータ

高崎市で活動する産後ケアネットワークの
中で、NPO法人マドレボニータ流のエクサ
サイズを中心にママ支援活動を進めている、
産後セルフケアインストラクターの峰岸圭
衣さんを中心としたネットワーク、通称「上
州ボニータ」に参加してはいかがでしょうか。

「◯◯ちゃんのママ」ではなく一人の人間として自分のこれからを考え
られる人「上州ボニータ」になれるように、子育てだけではない悩みも
共有しながら、仲間を見つけ、こころとからだのケアをしています。

＊子育てに夢中で自分の体と心を後回しにしがちだからね。（藤原さん）

＊せっかく転入したんだから、楽しく過ごしたい！（奥田さん）

電話：090-7426-2476　ブログ：http://ameblo.jp/mitakuye-oyashin/



子育て支援としての一歩「地域のサポートを知る」

高崎のママから一言

子どもは 0から 3歳児までが最も大事と言われていますし、パパマ

マとしても子どもの成長が一番気になるのがこの時期ですよね。言

語能力や味覚、親子関係など、著しい成長のある時期だからこそ、

地域の児童センターに連れて行ってはどうでしょうか。子ども向け

の教具や書籍の設備が充実している児童センターで、地域の子ども

と戯れながら、我が子の適性を見極めるのに良い場所です。

高崎市ならココ！

ママ自身の支援と子育て支援、　　転入ママのはじめの一歩。
0 から 3 歳児ママ編
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児童センター
( 高崎市総合福祉センター内 )
絵本・図書コーナーや遊戯室といった充実し
た施設があり、子供向け各種講座や、保護者
向けの子育て講座等の多様なイベントを開催
するのは高崎市末広町の高崎市総合福祉セン
ター内にある児童センター。大型遊具はあり
ませんが、乳幼児の親子を中心に、たくさん

の児童が利用しています。またファミリー・サポート・センターの事務局
もあり、援助依頼会員と援助提供会員の橋渡しをして、パパママの子育て
のお手伝いをしています。保育園・学童への送迎、預かり等に利用できます。

＊子どもの成長のためも、思いっきり遊ばせたいよね。（丹羽さん）

＊自治体によって支援の幅が違うから、地域の子育て情報は要チェック！（大河原さん）

住所：高崎市末広町 115-1　電話：027-370-8825
URL：http://takafukushi.ec-net.jp/jidou



高崎のママから一言

ママ自身の支援と子育て支援、　　転入ママのはじめの一歩。

住所：高崎市東町 266-4　URL：http://gunmachiiku.com/salon

高崎市ならココ！高崎市ならココ！ 子育てサロン タカサキチ
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ママ自身の支援としての一歩「育児以外の視野を広げる」

お子さんの年齢が 4歳を超えると子育ても大分楽になり、自分の時間を

作れるようになると思います。まだまだ育児は落ち着きませんが、時間

がある時に「これからの自分」を考えてみてはどうでしょうか？仕事復帰、

趣味の発見、色々あると思いますが、育児から急にシフトするのはとても

難しいと思います。転入した地域には独自の「ママの社会復帰サポート」

が沢山あります。徐々に調べて活用すると育児以外の視野が広がります。

ママが自由に使えるスペースがあり、ママ
の趣味や仕事の相談を受け付けている高崎
市の子育てサロンで、ママが女性として社
会に係る為の「ママアクション」を全面的
に支援しています。テレワークやクラウド
ソーシングを導入し、ママが働きやすい環

境や、定期開催のイベントによる趣味の探求や仲間の出会いを提供して
います。食育インストラクターの清水りこさんも、タカサキチの利用者
の一人です。子連れOK。平日 9:00 ～ 18:00 に運営。

＊子どものこれからと一緒に自分のこれからも考えたい！（伊東さん）

＊子育てしながら、仕事にも前向きに挑戦してみたい。（石黒さん）



子育て支援としての一歩「地域の情報ネットワーク」

ちゃいたか ( 高崎市運営ウェブサイト)

高崎のママから一言

子どもが 4歳を超えると子どもの将来の方向性を考える時期になると

思います。その中で子どもの適性をしっかりと見極める為には、地域の

情報をより多く手に入れる必要があり、その為に「地域の情報ネットワー

ク」をしっかりと抑えておくことが大切です。インターネットで調べるこ

とは大前提ですが、地域の人間関係から知り得る情報も非常に重要で

す。パパママで色々なところに参加しながら、話し合ってみてください。

高崎市ならココ！

子育て支援としての一歩「地域の情報ネットワーク」

4 歳児からママ編

ママ自身の支援と子育て支援、　　転入ママのはじめの一歩。

URL：http://takasaki-kosodate.jp/
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高崎市が運営する「ちゃいたか」は市内の
子育て情報が集まっているウェブサイトで、
高崎市に転入したパパママが知りたい情報
を探すのにはとても便利です。また市の運
営ですので、掲載されている情報はイン
ターネットでも信頼できる安心の内容です。

妊娠期から 4歳児以降も使える子育て情報全般が充実しており、市民ボ
ランティアが市民目線で子育てイベントや遊び方を提案しているところ
に他とは違う魅力があります。

＊高崎はイベントがいっぱい！その時々のイベントを楽しんでね！（千輝さん）

＊ご近所さんから教えてもらうこともたくさんあるよー！（奥田さん）
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■ママ自身の支援に関する施設とサービスのリスト

NPO 法人ラサーナ
住所：高崎市若松町 96　URL：http://npo-lasana.org/

上州ボニータ
電話：090-7426-2476　ブログ：http://ameblo.jp/mitakuye-oyashin/

子育てサロン タカサキチ
住所：高崎市東町 266-4　URL：http://gunmachiiku.com/salon

キッズマタニティカフェ ミコカフェ
住所：高崎市山名町 1510-1　電話：027-395-0399

ジョブカフェマザーズ
住所：高崎市旭町 34-5（高崎駅西口旭ビル 3階）　電話：027-330-4510

ハローワークたかさきマザーズコーナー
住所：高崎市北双葉町 5-17　電話：027-327-8609

■子育て支援に関する施設とサービスのリスト

児童センター (高崎市総合福祉センター内 )
住所：高崎市末広町 115-1　電話：027-370-8825　URL：http://takafukushi.ec-net.jp/jidou

ちゃいたか　※高崎市運営ウェブサイト
URL：http://takasaki-kosodate.jp/

本の家　※子ども本を多く取り扱う本屋
住所：高崎市中居町 4-31-17　電話：027-352-0006
　　　
イオンモール高崎 たかさきっず　※ママとキッズの子育て支援イベントを実施
住所：高崎市棟高町 1400　電話：027-310-9000

観音山ファミリーパーク
住所：高崎市寺尾町 1064-30　電話：027-328-8389

■自治体に関する施設とサービスのリスト

高崎市役所　こども家庭課 (1階 )
住所：高崎市高松町 35-1　電話：027-321-1316

高崎市役所　こども発達支援センター 
住所：高崎市高松町 35-1　電話：027-321-1351
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （直通）
高崎市総合保健センター
住所：高崎市高松町 5-28　電話：027-381-6111

高崎市立中央図書館
住所：高崎市高松町 5-28　電話：027-322-7919

高崎市立箕郷図書館
住所：高崎市箕郷町西明屋 299-1　電話：027-371-4486

高崎市立群馬図書館
住所：高崎市足門町 1667-1　電話：027-372-6644

高崎市立新町図書館
住所：高崎市新町 3126　電話：0274-42-3100

高崎市立榛名図書館
住所：高崎市下室田町 900-4　電話：027-374-2212

高崎市立山種記念吉井図書館
住所：高崎市吉井町吉井 285-5　電話：027-387-7249
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高崎のママが知って欲しい
「はじめの一歩」リスト

高崎のママが座談会で話した、今回冊子でご紹介した施設と
サービスに、冊子ではご紹介しきれなかった施設とサービス
を追加した、これから転入するママに知って欲しい「ママ自
身の支援」「子育て支援」「自治体の支援」と「子育て支援セ
ンター」の連絡先リストです。QRコードを読み込めば、各
住所の地図もしくはサイトに直接アクセスできます。

■子育て支援センター

慈光保育園
住所：高崎市通町 90　電話：027-323-4002

中川保育所
住所：高崎市小八木町 37-1　電話：027-361-2405

石原第一保育園
住所：高崎市石原町 1245　電話：027-325-4524

認定こども園いず海第一こども園
住所：高崎市江木町 163-6　電話：080-6623-3148

あづま保育園
住所：高崎市浜川町 2046　電話：027-343-1693

鉢の木保育園
住所：高崎市上佐野町 609　電話：027-323-4545

みどり岡保育園
住所：高崎市下豊岡町 1353-1　電話：027-323-4797

おひさま倉賀野保育園
住所：高崎市倉賀野町 194　電話：027-347-0441

おひさま飯塚保育園
住所：高崎市飯塚町 733-6　電話：027-329-5115

箕郷第一保育園
住所：高崎市箕郷町上芝 1063-1　電話：027-371-3253

箕郷第二保育園
住所：高崎市箕郷町柏木沢 209-1　電話：027-371-6111

新町保育園
住所：高崎市新町 333　電話：0274-42-8088

新町第二保育園
住所：高崎市新町 1720　電話：090-5779-0359

ねむの木保育園
住所：高崎市吉井町池 1151-1　電話 090-3336-7274

群馬福祉会館内
住所：高崎市棟高町 977-1　電話：027-372-5420　

ぐんまそだち【高崎版】マップ
（Google map に移動します）
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ぐんまそだち【高崎版】マップ
（Google map に移動します）

上記QRコードにアクセスするとリスト内の各番号　　から　　の

地図をGoogle map 上で確認することができます。
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消防局24 時間病院案内

電話：027-325-0011
( 吉井地域：0274-23-6699)




