
 

 

 

市内の子育て応援サークルが集まり、ステージ発表、ワークショップ、あそびコーナーなど 15 の様々なお楽しみブ

ースを出展しました。当日は約 500 人の親子や家族が来場し、市内の高校生 15 人も各ブースをお手伝い。普段関わ

ることのない市民団体・子どもと保護者・高校生の交流の場となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
H30 年度十日町市協働のまちづくり委託事業 

 
このおもちゃ 

全部手作り！！ 

 
この日だけの 

記念♡ 

 
おもちゃを直して

くれるドクター！ 

 
プログラミン

グに挑戦！ 

【日  時】平成 30 年 5 月 5 日（土祝） 10：00～14：00 

【会  場】分じろう 全館 

【主  催】こどもまつり実行委員会(子育てサークルむすび、未来プロジェクト、十日町おやこ劇場、 

まちなか手芸部、フォルトネット) 

【共  催】NPO 法人市民活動ネットワークひとサポ 

【後  援】十日町新聞社、十日町タイムス社、妻有新聞社、FM とおかまち 

 
いらなくなった 

おもちゃと交換♬ 

 
80 代の 

折り紙名人！ 

 
安くてお手軽な 

屋台🍴 

  2018 



        こどもまつり in 分じろう 2018 報告書        
【開催趣旨】 

協働のまちづくり推進事業の一環として、①こどもに特化したイベントを開催し、こどもたちにまちなかス

テージを楽しく利用してもらうことでまちなかににぎわいを生むこと、②こども、保護者、子育て関係団体

が集まり交流することで、子育て関連の人・団体のつながりを作り、地域の子育て活動を活性化させること、

の 2 点を目的に開催した。 

 

【日  時】平成 30年 5 月 5 日（土祝） 10：00～14：00 

【会  場】分じろう 全館 

【主  催】こどもまつり実行委員会(子育てサークルむすび、未来プロジェクト、十日町おやこ劇場、 

まちなか手芸部、フォルトネット) 

【共  催】NPO 法人市民活動ネットワークひとサポ 

【後  援】十日町新聞社、十日町タイムス社、妻有新聞社、FM とおかまち 

 

 ■スケジュール                                      

８：30  ～       参加団体準備開始 

９：00  ～  ９：40  高校生ボランティア集合・オリエンテーション 

10：00 ～ 10：30  開会、ステージ発表 

14：00         閉会 

14：00 ～ 14：30  参加団体片付け開始、高校生写真撮影・感想記入 

14：30 ～ 15：15  参加団体・高校生車座交流会 

16：00           完全撤収 

 ■実施概要                                                                                        

・十日町地域の 11の子育て応援団体が集まり、活動を PR するこども向けブースを出展し、こどもや保護者

と交流する。 

・妻有地域の高校からボランティアを募集し、特に保育士・教員志望の高校生がこどもと直接接し、現場での

経験を将来へ活かしてもらう機会とする。 

・イベント終了後に団体同士と高校生が自己紹介や感想を伝え合う車座を設け、横のつながりを作る。 

・参加団体の情報を掲載した情報紙を来場者や参加団体メンバーに配布し、団体情報を発信する。 

 

出展分野(複数カウントあり) 

分 野 団体数 

あ そ び 2 

体  験 7 

舞台発表 1 

屋  台 3 

そ の 他 
(休憩コーナー等) 

2 

合計 15 

 

 

 



参加団体一覧  11団体、15ブース出展 

No 分類 団体名 内 容 

1 その他 十日町おもちゃ病院 壊れたおもちゃの修理(原則無料) 

2 屋台 studio-H5 無料わたあめ 

3 体験 夢生 ひょうたんランプ作り体験(500円) 

4 

体験 あつまりサーカス ユニバーサルボッチャ体験 

体験 あつまりサーカス 着物生地で小物プリバッグ作り(500円) 

体験 あつまりサーカス 毛糸で遊ぼう！あやとり編み(100 円) 

体験 あつまりサーカス プログラミング体験(100 円) 

5 あそび 森のおくりもの 間伐杉のおもちゃ、遊具、楽器 

6 体験 折り紙の生越 折り紙教室・折り紙展示 

7 屋台 フォルトネット やきそば、クロワッサン、笹団子 

8 
発表 まちなか手芸部 きものリメイクこどもファッションショー 

屋台 まちなか手芸部 フライドポテト、揚げたこ焼き、ジュース等 

9 あそび 十日町おやこ劇場/児童文化協会 出張！かえっこショップ 

10 体験 未来プロジェクト おひるねアート撮影体験(500 円) 

11 その他 子育てサークルむすび むすびカフェ in こどもまつり 

 

 ■来場者数                                       

   500 名 （前年度：792 名） 

 ■高校生ボランティア                                      

希望者にはボランティア活動証明書を発行した（14 名）。 

 

高校生ボランティア参加者数 

 

 

 

 

 
 

※このほか、関西学院大学教育学部より 
1 名参加  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  高校名 参加者数 

十日町高校 5 

十日町総合高校 9 

川西高等特別支援学校   1 

合計 15 



 ■車座交流                                       

・片付け終了後、2F和室、ルーム 1にて実施。高校生と参加団体混合の 6グループに別れ、自己紹介、団体

紹介、イベントの感想、将来の夢、十日町市について話し合い、最後に高校生の代表者が発表した。 

・車座仕切り:子育てサークルむすび、未来プロジェクト 

 

車座参加者数 

 

 

 

 

 

団体名 参加者数 

十日町おやこ劇場 2 

まちなか手芸部 １ 

未来プロジェクト 2 

子育てサークルむすび 1 

あつまりサーカス 5 

フォルトネット 1 

夢生 1 

ボランティア高校生・大学生 16 

ひとサポスタッフ 1 

合計 30 



H30年度十日町市協働のまちづくり委託事業

5月5日 （土・こどもの日） 10：00～14：00
市民交流センター分じろう（本町2丁目226-1）

建物裏手に立体駐車場（有料）があります。施設にはベビーシートがあります。

くわしい出展内容はうら面をご覧ください

子育て応援
サークルが
集結！

2018

みんなで分じろうに
あつまろう！たのしいことが

たくさんあるよ！

こどもまつり実行委員会
(子育てサークルむすび、未来プロジェクト、十日町おやこ劇場、フォルトネット、まちなか手芸部)主催

NPO法人 市民活動ネットワークひとサポ ☎761-7444（火曜定休）問合せ

十日町新聞社、十日町タイムス社、妻有新聞社、FMとおかまち後援

NPO法人 市民活動ネットワークひとサポ共催



やきそば、クロワッサン
笹だんご

きものリメイクこどもファッションショー
浴衣や着物をリメイクした洋服のファッションショー

出張！かえっこショップ
使わなくなったおもちゃを

もってきてね！

おりがみ教室・展示
気に入った作品は
持ち帰りもできるよ

森のおくりもの
間伐杉のつみき、コース
ター、森の楽器など

十日町おもちゃ病院
こわれてあそべなくなった
おもちゃを修理します

内容は変更になる場合があります

あげたこやき、フライドポテト
チキンナゲット、アメリカン
ドッグ、ソフトクリーム等

無料～ワンコインで
あそべるおたのしみが
いっぱい♪

わたあめを
無料プレゼント！

ひょうたんランプ作り体験
自分だけのオリジナルランプ

をつくろう！(¥５00)

む う

プログラミング体験
プログラミングでキャラク

ターを動かしてみよう！(¥100)

毛糸で遊ぼう！
自分だけのあやとりを編んで

あそぼう(¥100)

ユニバーサルボッチャ体験
ボールを投げて転がして
パラリンピック種目に挑戦

きものの生地で小物づくり
デコレーションしてオリジナ
ルバッグをつくろう(¥500)

むすびカフェinこどもまつり
絵本、おひるね、授乳などの
まったりくつろぎスペース

おひるねアート 撮影体験
小物で飾って可愛い

アート写真を撮ろう！(¥500)

®



こどもまつりに集まった市⺠団体の情報を掲載しています。
仲間づくりや、⼦育て関連の活動・お楽しみをお探しの時にぜひお役⽴てください。

【発⾏】2018年5月5日 NPO法⼈市⺠活動ネットワークひとサポ
〒948-0082 十日町市本町2丁目226番地1
TEL 025-761-7444 FAX 025-761-7445 Mail  info@hitosapo.info

子育てサークルむすび
毎月第2・3・4木曜日に川治公⺠館で活動していま
す。子育て中の方が、小さい子を連れて息抜きで
きる居場所作りをしています。
月に1∼2回程度、子どもと一緒に参加できるイベ
ントも企画しています。
結婚を機に十日町へ来た方、まだ
知り合いがあまりいなくて心細い
ママさん、一緒に十日町での
子育てを楽しみましょう！

☎ 080-5426-5524（阿部美記⼦）
Mail snake-shell-149@ezweb.ne.jp

⼦育てお茶会、イベント企画など

【十日町市で⼦育て】むすび

本物の生の人形劇を、間近で観たことがあります
か？子ども達の食い入るようなまなざしと集中力。
そしてふとした瞬間、私たちに共感を求めて(!?)
振り返ってくれる時のあの笑顔(*ﾟ▽ﾟ*)

「今」しか味わえない子育て時代の醍醐味を、
ゆる∼い仲間になって、一緒に楽しみませんか。
今年は「ケロポンズ」もやって来ます。新米ママ
さんも活躍してますよ！

5/12(土)は18時から千手コミュ
セン「いぬうえくんとくまざわ
くん他」で京都の人形劇団さん
をお呼びします。

プロによる上質の生の舞台鑑賞、
わくわくKIDS(第1・3木曜10:45〜段十ろう)ほか

十日町おやこ劇場

十日町おやこ劇場

Mail mirai.tokamachi@gmail.com

未来プロジェクト
未来プロジェクトは、地域共生をテーマに
地域の未来をちょっとよくする活動、地域をわくわ
く楽しくする活動を行っています。

�越後妻有森のようちえんノラソラ
(未就学児向け自然体験教室)

第５回 ７月＠きよっつ（中里）

�みんなの学校とおかまち
（小学生向け学習支援教室）

７月∼８月 夏休み開催
(英語、アート、プログラミング等)

みんなの学校とおかまち、
越後妻有森のようちえんノラソラ等 イベント開催

未来プロジェクト

�「お茶にしようじゃねぇ会」講話会…月１回
� 家族会（経験者家族との家族会です）
�「ひきこもりサポーター」４名でアウトリーチ

(出張)可能です。

活動を“ひきこもり当事者”の就労体験に
位置付けて活動しています。

不登校・引きこもりさんの居場所づくり

フォルトネット

ブログ フォルトネット ねころんだ
☎ 090-4955-4169（関口）

フォルトネット



主に杉材を使って手作りしたおもちゃで、保育
施設やイベントに参加しています。
おままごと道具、コロコロコースター、ピタゴ
ラスイッチ装置などがあります。

Mail sakura.nikkori1130@ezweb.ne.jp (高橋)

森のおくりもの

間伐杉を使った木のおもちゃ

studio-H5
建築士を中心としたデザイナー集団です。
人と人との繋がりを大切に、人口減少時代を新し
くデザインしようと、いろいろな活動をしていま
す。
最近では、先日リニューアルオープンした大厳寺
高原キャンプ場のレストラン「希望館」のお手伝
いをしました。とてもいい感じになりましたので、
ぜひ行ってみてください！

廃校利活⽤からワタアメ屋まで

☎ 025-755-8002
Mail studioh5.llc@gmail.coml
HP http://studio-h5.weebly.com/

studio-H5

十日町おもちゃ病院
壊れたおもちゃを無料で修理する「おもちゃの病
院」です。会員(ドクター)11人で、毎月第３土曜日
10:00∼15:00 分じろう２階ルーム１で開設してい
ます。
おもちゃ修理に興味のある方、一緒に活動しません
か？（女性も大歓迎）

【H30年度開設日】
5月19日、6月16日、7月21日、
8月18日、9月15日、10月20日、
11月17日、12月15日、1月19日、
2月23日、3月16日

おもちゃの修理（交流電源のもの、モデルガン等は修理不可）

☎ 090-1030-5042（事務局 ⻑野和明）

着物リメイク服や小物の制作

まちなか手芸部
「タンスの中に眠る着物を再び世の中へ」をモッ
トーに活動しています。
子育て中のママからベテラン世代まで、幅広い年
齢層が集まり活動しています。
年に数回リメイクファッション
ショーをしています。衣装作り
にご協力いただける方大募集！
初心者の方も大歓迎です。
不定期で十じろう（本町３）で
活動していますので、ご興味の
ある方はお問合せください。

まちなか手芸部

キッズわくわく体験パーク

あつまりサーカス
子どもたち(小学生)の力で可能性を広げていく―
そんな場を私たちは作っていきたいと思いました。

わくわくして、チョー楽しく、サーカスのように
まちにいるいろんな曲芸師(その道のプロ)を呼ん
で、子どもたちと楽しくつながっていく―。

いろんなことを学び体験した子どもたちが、問題
解決能力や生きる力を身につけて地域の宝となり、
子どもたちが好きなもの、得意なものを応援する
集まりになればと願っています。

あつまりサーカス

ひょうたんで、オリジナルのランプ、小物入れ等
自分だけの作品を作ってみませんか。

ひょうたんに下絵を描いて、ミニドリル・竹串等で
穴をあけ、30分くらいから作ることができます。

一度覚えたら家で作って友達にプレゼントしても
喜ばれると思います。

�参加費 500円（その他パーツは別途販売）

�体験教室
第一土、日曜日（月１回）
8:00∼18:00まで
塚原町 尾身自宅
（他の日は相談受け付けます）

☎ 080-1092-6389（尾身）

夢 生

ひょうたんランプ作り体験
む う

Shunichi Takahashi

でんごろうの遊び塾

スタヂオ エチゴ

Mail kei4mail@gmail.com (風間)


