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平成 28年度事業報告書 

平成 28年 4月 1日から平成 29年 3月 31日まで 

特定非営利活動法人ファザーリング・ジャパン関西 

 

1. 組織 

 ファザーリング・ジャパン関西は、ＮＰＯ法人ファザーリング・ジャパン（FJ）の関西エリアの

賛助会員を中心とした任意団体として H22.5.23発足。 

 子どもたちの健全成長には、信頼できる大人たちとのかかわりを増やすことが必要であり、そう

した関わりを増やすことを、子育てにおけるマイノリティである父親が主体となって、子育て・地

域活動への関わりを増やすため、「ワクワクできる」仕組みづくりと啓発を実施しています。 

 H25.4、兵庫県認証の特定非営利活動法人ファザーリング・ジャパン関西（FJK）として登記。 

 理事 11名、監事１名による経営体制で、会員数は 86名（H29.3.31現在） 

 毎月、定例の理事会を開催するほか、臨時理事会も開催し、安定的な法人運営に務めている。 

＜組織＞ 

理 事 長：篠田 厚志 

副理事長：和田 憲明 

理  事：小崎 恭弘（顧問） 

理  事：桜井 一宇 

理  事：高場 政晃 

理  事：木下 栄一 

理  事：天野 勉 

理  事：島津 聖 

理  事：松原 正裕 

理  事：徳倉 康之 

理  事：卜部 眞規子 

監  事：山下 良成 

 

2. 主な事業とその成果について 

 行政・企業などからの依頼を受け、父親の子育て関連の講演・父子遊びイベント等を多数受託し

開催。主なものは以下のとおり。 

 

〇平成 28年度 兵庫県父親の子育て参画推進事業の受託 

 昨年度に引き続き、職域でのお父さん応援講座（9か所）として、兵庫県内企業等においてワ

ークライフバランス、イクボス講座を実施。参加者述べ 250名。 

① 日時：平成 28年 12月 9日 川崎重工労働組合 参加者 68人 

講演：理事長 篠田 厚志（父親の子育て応援セミナー） 
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② 日時：平成 28年 12月 13日 コベルコシステム株式会社 参加者 7人 

講演：理事長 篠田 厚志（父親の子育て応援セミナー） 

③ 日時：平成 29年 1月 30日 学校法人 兵庫医科大学 参加者 34 人 

講演：副理事長 天野 勉（『働き方改革』の推進とワークライフバランス） 

④ 日時：平成 29年 2月 14日 株式会社ロック・フィールド 参加者 40人 

講演：理事長 篠田 厚志（男性の子育て応援 イクボスセミナー） 

⑤ 日時：平成 29年 2月 15日 株式会社神鋼材エンジニアリング＆メンテナンス参加者 31人 

講演：藤原 弥季 （男性の子育て応援セミナー） 

⑥ 日時：平成 29年 2月 21日 株式会社フェリシモ 参加者 12人 

講演：副理事長 和田 憲明（夫婦で両立！パートナーシップのツボ） 

⑦ 日時：平成 29年 2月 24日 株式会社徳網建設 参加者 15人 

講演：理事長 篠田 厚志（男性の子育て応援 イクボスセミナー） 

⑧ 日時：平成 29年 3月 11日 宝塚・子育て応援団 WAKUTIVE 参加者 12人 

講演：副理事長 和田 憲明 （家族も自分も笑顔になる『父親力』講座） 

⑨ 日時：平成 29年 3月 22日 尼崎市役所自主研修グループ「夜カツ」 参加者 31人 

講演：副理事長 天野 勉（はたらきかたをかえてみる！？一緒に考えよう WLB） 

   

 

〇京都府子育ての達人養成講座事業の受託 

京都府において子育て経験者向けの連続講座を京都府内 3か所において実施。 

【福知山市民交流プラザ】 

平成 28年 12月 1 日（木） 

① ＜講義＞子どもと遊び概論        理事 小崎 恭弘 

② ＜講義＞乳児と幼児の違い 0歳からの関わりと遊び  

                    理事長 篠田 厚志 

                    子育ての文化研究所代表 朱まりこ氏 

③ ＜講義＞言葉の育ちと遊び     理事 小崎 恭弘 

平成 28年 12月 12日（月） 

④ ＜実習＞子どもの遊びと今昔         金坂 尚人 

⑤ ＜実習＞ダイナミックダンボール工作入門  理事 島津 聖 

⑥ ＜実習＞子どもと仲良くなるための手品教室  副理事長 和田 憲明 

平成 29年１月 30 日（月） 
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⑦ ⑧ 体験学習と振り返り               副理事長 和田 憲明 、 理事 島津 聖 

【京都府総合教育センター】 

平成 28年 12月 5日（月）  

① ＜講義＞子どもと遊び概論        理事 小崎 恭弘 

② ＜講義＞乳児と幼児の違い 0歳からの関わりと遊び  

                    理事長 篠田 厚志 

                    子育ての文化研究所代表 朱まりこ氏 

③ ＜講義＞言葉の育ちと遊び     副理事長 和田 憲明 

平成 28年 12月 19日（月） 

④ ＜実習＞子どもの遊びと今昔         金坂 尚人 

⑤ ＜実習＞ダイナミックダンボール工作入門  理事 島津 聖 

⑥ ＜実習＞子どもと仲良くなるための手品教室  副理事長 和田 憲明 

平成 29年 2月 13 日（月） 

⑧ 体験学習と振り返り               副理事長 和田 憲明、 理事 島津 聖 

 【山城広域振興局】   

平成 28年 12月 14日（水） 

① ＜講義＞子どもと遊び概論        理事 小崎 恭弘 

② ＜講義＞乳児と幼児の違い 0歳からの関わりと遊び  

                    理事長 篠田 厚志 

                    子育ての文化研究所代表 朱まりこ氏 

③ ＜講義＞言葉の育ちと遊び     副理事長 和田 憲明 

平成 28年 12月 26日（月） 

④ ＜実習＞子どもの遊びと今昔        金坂 尚人 

⑤ ＜実習＞子どもと仲良くなるためのバルーンアート教室 

                    副理事長 和田 憲明 

⑥ ＜実習＞コマ回し実演           会員 金坂 尚人 

平成 29年 2月 17 日（金）  

⑦ ⑧体験学習と振り返り                  理事 島津 聖 
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〇南部町パパスクール事業の受託  

   昨年に引き続き、鳥取県南部町にて、パパ向け連続講座を 4回実施。延べ参加者数 180名。 

① 平成 28年 8 月 21日（日）「パパの子育て、本当に響く叱り方ほめ方」 

講師 理事 小崎 恭弘    参加者 27名 

② 平成 28年 9 月 11日（日）「子育て世代のマネー＆ライフプラン」 

講師 副理事長 天野 勉  参加者 49名 

③ 平成 28年 12月 4日（日）「子どもの発達と、怪我や病気の対処法」 

講師    水野 智寛  参加者 51名 

④ 平成 29年 1 月 22日（日）「子どもの遊び方」 

講師 理事 島津 聖  参加者 58名 

 

〇滋賀のパパママパートナーシップ応援プロジェクト事業の受託 

滋賀県内で、パパママスクールを 2か所で各 3回、合同講座を 1回開催。延べ参加者数 219人 

【第1期】 滋賀県立男女共同参画センター 

① 平成 28年 9 月 10日（土） 夫婦で考えよう 子育てにかかるお金の話し 

講師 草野 宗徳、草野 麻里 参加者 父親 12名、母親 12名 

② 平成 28年 9 月 24日（土） 夫婦で味わおう パパの料理教室 

講師 大下 最弘       参加者 父親 8人 母親 8人 子ども 11人 

③ 平成 28年 10月 8日（土） 夫婦で作ろう フォトフレーム 

 講師 理事 島津 聖     参加者 父親 6人 母親 6人 子ども 6人 

【第2期】 草津市立まちづくりセンター 

① 平成 28年 9 月 18日（日） 夫婦で考えよう 子育てにかかるお金の話し 

講師 佐伯 忠史   参加者 父親 11名、母親 9名 

② 平成 28年 10月 2日（日） 夫婦で味わおう パパの料理教室 

講師 理事 松原 正裕、松原 由美 

参加者 父親 12人 母親 12人 子ども 13人 

③ 平成 28年 11月 20日（日） 夫婦で作ろう フォトフレーム 

 講師 理事 島津 聖   参加者 父親 11人 母親 10人 子ども 11人 

【合同講座】   草津市立まちづくりセンター 

    平成 28年 12月 11 日（日）  夫婦で描こう家族の未来 ワークライフバランス講座 

     講師 理事 小崎 恭弘   参加者 父親 12人 母親 12人 子ども 15人 
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〇滋賀のイクボス養成事業の受託 

 滋賀県内において、理論編 1 回、実践編 4 回、研究会 3 回の計 7 回のイクボスセミナーを開

催。理論編では、ワークショップなどを通じて、イクボスとは何か？などについてレクチャー

をおこなう。実践編では、希望する企業においてイクボスセミナーを開催。研究会では、先進

事例から学び、よりイクボスについて社内に浸透させるためにグループワーク等を行いイクボ

スについてより深く考えてもらう機会を作った。延べ参加者数 277人。 

【理論編】 

平成 28年 11月 10日（木） ピアザ淡海 

タイトル：上司が変われば職場が変わる！ 

講師：副理事長 天野 勉   参加者：45名 

   【実践編】 

① 平成 28年 10月 26日（水）㈱サンメディカル 

タイトル：イクボスセミナー（実践編）これらの企業とイクボス 

講師：理事長 篠田 厚志   参加者：31名 

② 平成 28年 11月 25日（金）㈱かんき建設 

タイトル：イクボスセミナー（実践編）戦略的ワークライフバランスを考える 

講師：副理事長 桜井 一宇   参加者：29名 

③ 平成 29年 1月 14日（土）ひかり保育園 

タイトル：滋賀県イクボスセミナー（実践編） 

講師：理事長 篠田 厚志   参加者：92名 

④ 平成 29年 1月 24日（火）オムロン㈱野洲事業所 

タイトル：イクボスセミナー（実践編） 

講師：理事長 篠田 厚志   参加者：38名 

【研究会】 

     コーディネーター：副理事長 天野 勉  

① 平成 29年 1月 20日（金） 草津市役所 

タイトル：イクボス推進事例～エーデル土山から学ぶ、働きやすい職場はこうしてできた～  

講師：エーデル土山 井上 英継氏 コーディネーター：副理事長 天野 勉 

参加者：13社（18人） 

② 平成 29年 2月 2日（木） 石部まちづくりセンター 

タイトル：イクボス推進企業になるために、解決すべき課題と方向性を考える 

コーディネーター：副理事長 天野 勉   勉参加者：9社（11 人） 

③ 平成 29年 2月 16日（木） 

タイトル：イクボスを本当に推進する企業になるための第一歩 

コーディネーター：副理事長 天野 勉   参加者：8社（13人） 
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〇和歌山市男性子育て推進事業の受託 

 和歌山県では、男性の育児時間が国内最下位という結果を受け、和歌山市内において、男性

の育児家事時間の増加をめざし、パパスクール 3回、「育メンのすすめ」口座 2回を実施。 

【育メンのすすめ】 

① 平成 28年 9月 22 日（木） 勤労者総合センター 

タイトル：わが家の子育てパパ次第 

講師 理事 小崎 恭弘   参加者：26名 

② 平成 29年 2月 4 日（土） 和歌山市立 北コミュニティーセンタータイトル：Work・Life・

Social!全部を楽しむハイブリッド生活の実現 

講師 NPO法人ファザーリング・ジャパン理事 川島 高之   参加者：24名 

【パパスクール inわかやまし】 

① 平成 28年 10月 8日（土） 和歌山市立 中央コミュニティーセンター 

タイトル：夫婦のライフプランセミナー 

講師 草野 宗徳、 草野 麻里   参加者：12名 

② 平成 28年 10月 16日（日）  ふれ愛センター 

タイトル：父子のダンボール運動会 

講師 理事 島津 聖   参加者：17名 

③ 平成 28年 11月 5日（土） ふれ愛センター 

タイトル：パパの料理教室 

講師 大下 最弘   参加者：11名 

   

 

〇茨木市トータルライフデザイン構築事業の受託 

 茨木市内において、NPO法人ママのはたらきかた応援隊と共に、未婚の若者を対象としたライ

フデザイン等の授業を 5回実施。 
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① 平成 28年 10月 27日（木）  藍野大学 

タイトル：Life Design Seminar ～これから築く 生き方と仕事～ 

講師：理事 小崎 恭弘、理事長 篠田 厚志、NPO法人ママの働き方応援隊 櫻井 香織 

参加者：44名 

② 平成 29年 2月 4日（土）  茨木市役所 

タイトル：赤ちゃんがやってくる特別授業 

講師：理事 島津 聖  NPO法人ママの働き方応援隊 櫻井 香織 

参加者：14名 

③ 平成 29年 2月 23日（木）   藍野大学 

タイトル：Life Plan Seminar ～幸せになるためのお金のハナシ～ 

講師：副理事長 天野 勉、理事長 篠田 厚志、NPO法人ママの働き方応援隊 櫻井 香織 

参加者：36名 

   

 

〇地域における女性活躍推進モデル事業の受託 

 内閣府の事業を受託し、岸和田市内においてイクボスによる企業や組織への働き方の改革の

促進と家庭における父親の育児家事、そして地域参画啓発を同時に開催。計 9回。 

【イクボスフォーラム】 

平成 28年 11月 5日（土）  岸和田市立文化会館 マドカホール 参加者：153名 

・基調講演 「イクボスが岸和田の未来を変えていく」 

 塚越 学（ファザーリング・ジャパン理事） 

・パネルディスカッション 

 森田 文子（関西電力人財・安全推進室ダイバーシティー推進グループ ダイバーシティー推

進部長） 

 和田 宗一（株式会社コリオン管理者、看護師、日本青年会議所トップランナー委員会委員） 

 西村 美智代（岸和田市市民生活部人権推進課課長） 

【イクボスセミナー】 

① 平成 28年 11月 17日（木）  岸和田市立福祉総合センター  参加者：16名 

 講師：株式会社ファミーリエ代表取締役 徳倉 康之 

② 平成 28年 12月 26日（月）  岸和田市立職員会館  参加者：67名 

 講師：株式会社ファミーリエ代表取締役 徳倉 康之 
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【イクボス企業同盟（働き方を考える委員会）】 

平成 29年 1月 18日（水） 岸和田商工会議所 

講師：副理事長 桜井 一宇   参加者：19名 

 

   

【パパスクール】 

① 平成 28年 11月 20日（日）  岸和田市立公民館 

タイトル：父親の子育ての必要性（子どもとのふれあい方、関わり方） 

講師：副理事長 和田 憲明   参加者：7名 

② 平成 28年 11月 26日（土）  岸和田市立公民館 

タイトル：夫婦のパートナーシップ 

講師：椹木 英直   参加者：3名 

③ 平成 28年 12月 4日（日）  岸和田市立公民館 

タイトル：こどもの成長と発達、応急対応 

講師：阿川 勇太   参加者：5名 

④ 平成 28年 12月 11日（日）  岸和田市立公民館 

タイトル：ライフデザインについて 

講師：理事長 篠田 厚志   参加者：6名 

【パパティーチャー】 

① 平成 28年 1月 18 日（水）10時 45分～11時 35分  大阪府立久米田高校 

講師：理事長 篠田 厚志   参加者：30名 

② 平成 28年 1月 18 日（水）11時 45分～12時 35分  大阪府立久米田高校 

講師：理事長 篠田 厚志   参加者：29名 
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〇アサヒラボガーデンにおける親子講座の受託 

 月に 1 回程度、アサヒビールの CSR 施設において、主に乳幼児向けの親子が遊べるイベント

を実施。年間参加家族のべ 200組以上。 

〇講座受託事業（単発事業） 

  平成 28 年度は、子育て支援センターや男女共同参画センター、企業、労働組合等からの委託

を計 143本実施。 

◯阪急阪神ゆめ・まち基金を取得 

  阪急阪神ゆめ・まちフェスティバルに段ボールパークを出展。 

平成 28年 8月 1日  ハービスホール  参加：約 1000名 

   

 

〇FJK公開型勉強会の開催 

 平成 26 年 9 月より、会員向けに講師養成のスキルや知識の共有、会員満足度の向上等を目的と

して開始。平成 28年度はオープンな勉強会を 7回開催。 

第 12回「すべてはたったひとりの本気からはじまる ～パパ料理研究家の挑戦～」 

第 13回「参加者の心を惹きつけて伝わる、魅力的な”講演コンテンツ”の作り方」 

第 14 回「小崎さんの、父親の子育て講演で抑えなあかんポイントと流れ！そこからつなげるワー

クショップ講座！パート 2」 

第 15回「リビングデッドな夫婦にならないために～パートナーシップを考えよう～」 

第 16回「知っているようで知らない”扶養”のハナシ ～越えたらダメなの！？103万！～」 

第 17回「しつけと虐待の境界線～たたかない子育て～」 

第 18回「ナースに学ぼう！この冬の感染症予防と、かかったときに役立つ【おうち看護】の話」 

 

〇会員の親睦を図る事業を開催 

父子ツアー、やクリスマス会、部活動等を開催し、会員だけでなく、家族で参加可能な企画

を複数回開催して、会員の親睦を図った。 

   


