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（平成 29 年度事業報告書別紙） 

＜＜委託事業＞＞ 

平成２９年度滋賀のパパママパートナーシップ応援プロジェクト 

昨年度に引き続き、滋賀県内のパパママに対しての 3 回の連続講座を開催。1期と 2期で分けてそれぞれ開催した。今

年度はすべて滋賀県立男女協働参画センター（G-NET しが）にて開催。 

開催日 タイトル 講師 人数 

9/10(日)  【1期 1回目】「ライフプラン講座！夫婦で未来を考

えよう～30年後も幸せな家族のために～」 

佐伯 忠史（メンバー） 11 名 

9/24(日)  【1期 2回目】「親子で遊ぼう！ふれあいワイルド遊

び ~子どもとの遊びはもっと楽しくなる！」 

木下 栄一（メンバー） 12 名 

10/15(日)  【1期 3回目】「パパが作る料理！ちょっとしたごち

そう ～家族とのイベントはこれで OK～」 

堀江 伸一（ファザーリン

グ・ジャパンしが） 

20 名 

11/11(土) 【2期 1回目】「ライフプラン講座！夫婦で未来を考

えよう～30年後も幸せな家族のために～」 

佐伯 忠史（メンバー） 22 名 

11/25(土) 【2期 2回目】「親子で遊ぼう！ふれあいワイルド遊

び ~子どもとの遊びはもっと楽しくなる！」 

阿川 勇太（メンバー） 14 名 

12/9（土） 【2期 3回目】「パパが作る料理！ちょっとしたごち

そう ～家族とのイベントはこれで OK～」 

堀江 伸一（ファザーリン

グ・ジャパンしが）） 

18 名 

合計 97 名 

  

 

平成２９年度 滋賀のイクボスプロジェクト 

滋賀県内において、イクボスセミナーを経営者向けと、管理職人事担当者向けの 2 回、出前講座を 3 か所、研究会を

3回実施した。（より深堀をするために研究会は本来は 2回開催のところを 3回実施） 

セミナーでは主にロールモデルとして県内の先行事例の会社による発表やパネルトーク等を実施。出前講座では希望

する企業においてイクボスセミナーを実施。研究会ではロールモデルの事例を学んだり、社会でイクボスを浸透させる

ための具体的な手法を中心に学ぶ機会を作った。 

開催日 タイトル 講師 人数 

8/1(火) イクボスセミナー（経営者向け） 福井 正樹（ファザーリング・ジャパン中国） 78 名 
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3/2(火) イクボスセミナー（管理職・人事担

当者向け）（第 3回イクボス研究会） 

福井 正樹（ファザーリング・ジャパン中国） 

天野 勉 

67 名 

9/6(水) 出前講座（甲賀市） 副理事長 天野 勉 35 人 

11/14(火) 出前講座（甲賀市商工会） 理事長 篠田 厚志 32 名 

2/3(土) 出前講座（㈱滋賀銀行） 副理事長 天野 勉 101 名 

10/10(火) 第 1 回イクボス研究会 立石豊（㈱シンコーメタリコン）他パネラ

ー2名  理事長 篠田 厚志 

48 名 

1/29(月) 第 2 回イクボス研究会 副理事長 天野 勉 11 名 

合計 372 名 

  

 

茨木市男性の子育て推進事業「パパスクール」 

茨木市内に置いて、父親を対象とした 4 回の連続講座を開催。 

開催日 タイトル 講師 人数 

8/26(土) ①おやこでワイルド遊び 木下 栄一（メンバー） 21 名 

9/2(土) ②夫婦で考えるライフプラン ～家族の夢の実現に

向けて～ 

佐伯 忠史（メンバー） 16 名 

9/16(土) ③パパとデコろう！ふ～んわり簡単オムライス 大下 最弘（メンバー） 16 名 

9/23(土) ④パパが繋がると子育てはもっと面白くなる！？ 理事長 篠田 厚志 7 名 

合計 60 名（うち皆勤賞 5名） 

   

 

 

（和歌山市）平成 29 年度男性子育て推進事業 

和歌山市内の事業所や団体におけるイクボスを推進するため、セミナー1回と出前講座を 2回実施した。 

開催日 タイトル 講師 人数 
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2/8(木） 和歌山イクボスセミナー 川島 高之（NPO 法人ファザーリ

ングジャパン理事） 

80 名 

3/13(火) 出張イクボスセミナー（㈱太洋工業） 副理事長 天野 勉 34 名 

3/27(火) 出張イクボスセミナー（日本政策金融公庫） 副理事長  桜井 一宇 10 名 

合計 124 名 

   

 

京都府子育ての達人 

昨年度に引き続き、京都府において子育て経験者向けの 8コマ連続講座を京都府内 3か所において実施。 

開催日 開催地/タイトル 講師 人数 

1/15(月) 【京都市会場】 

①「子どもの遊び概論」 

②「様々な遊び入門（1）」 

③「遊びの今昔ワークショップ」 

 

阿川 勇太（メンバー） 

阿川 勇太（メンバー） 

理事長 篠田 厚志 

 

 

 

 

 

各回 

15 名 

 

 

 

1/22(月) 【京都市会場】 

④「様々な遊び入門（2）」 

⑤「昔遊びが現代風になったら？体験学習」 

⑥「子どもたちとやりたい・伝えていきたい遊び

を考える」 

 

金坂 尚人（メンバー） 

理事長 篠田 厚志 

理事長 篠田 厚志 

2/1(月) 【京都市会場】 

⑦⑧「保育園での体験実習とふりかえり」 

 

理事長 篠田 厚志 

12/13(水) 【亀岡市会場】 

①「子どもの遊び概論」 

②「今どきの遊び講座」 

③「カプラ遊び」 

 

理事 小﨑 恭弘 

理事長 篠田 厚志 

理事長 篠田 厚志 

 

 

 

 

各回 

8 名 

 

 

 

12/25(月) 【亀岡市会場】 

④「実践！コマ回し」 

⑤「ダイナミックダンボール遊び」 

⑥「今を生きる親の気持ち」 

 

金坂 尚人（メンバー） 

理事長 篠田 厚志 

理事長 篠田 厚志 

1/19(金) 【亀岡市会場】 

⑦⑧「保育園での体験実習とふりかえり」 

 

理事 島津 聖 
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12/12(火) 【福知山会場】 

①「子どもの成長と遊びについて」 

②「０、１歳のための遊び」 

③「0、1歳、2歳の体を使った遊び」 

 

理事 小﨑 恭弘 

阿川 勇太（メンバー） 

阿川 勇太（メンバー） 

 

 

 

 

各回 

18 名 

12/19(火) 【福知山会場】 

④「幼児向け体を使った遊び」 

⑤「幼児向け廃材講座」 

⑥「カプラ遊び」 

 

阿川 勇太（メンバー） 

阿川 勇太（メンバー） 

理事長 篠田 厚志 

1/24(水) 【福知山会場】 

⑦⑧「保育園での体験実習とふりかえり」 

理事 島津 聖 

真鍋 佑輔（メンバー） 

  

 

平成 29 年イクボス養成セミナー（和歌山県） 

和歌山県内の事業所や団体におけるイクボスを推進するため、イクボスセミナーを 3回実施した。 

開催日 タイトル 講師 人数 

8/29(火) イクボス養成セミナー 理事長 篠田厚志 40 名 

8/30(水) イクボス養成セミナー 副理事長 天野 勉 32 名 

9/6(水) イクボス養成セミナー 理事長 篠田厚志 33 名 

合計 105 名 

 

平成２９年度 働き方改革啓発セミナー（神戸市） 

神戸市内の事業所や団体内で、働き方改革とイクボスの推進のためのシンポジウムを開催した。 

開催日 タイトル 講師 人数 

3/8(木) イクボス養成プロジェクト 

なるほど！「働き方改革」

～イクボス・イクメン・多

様な働き方～ 

【講師】 

川島 高之（NPO 法人ファザーリングジャパン理事） 

【パネラー】 

沼部 美由紀（㈱クロシエ代表取締役）、 

宮本亜希（あいおいニッセイ同和損害保険㈱） 

72 名 
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平成 29 年度みやけ育児・育自・育地子育てプロジェクト「みやけパパスクール」 

奈良県三宅町内に置いて、父親の育児家事への主体的参加を啓発する講座と、父親同士のネットワーク作りを目的とし

て、5回の連続講座と、ファミリーフェスタを開催。 

開催日 タイトル 講師 人数 

11/26(日) 【三宅町パパスクール①】 

「子どもの負けない力の育て方 

理事 小崎恭弘 4 名 

10/1(日) 【三宅町パパスクール②】 

作ろう！崩そう！巨大ダンボールブロック遊び 

理事長 篠田 厚志 42 名 

12/17(日) 【三宅町パパスクール③】 

チャンバラ合戦 -戦 ＩＫＵＳA- ～チャンバラ

×お散歩 で探そう！みやけの魅力～ 

NPO 法人ゼロワン 17 名 

12/9(土) 【三宅町パパスクール④】 

パパの挑戦！万能デミグラスソースづくり 

大下 最弘（メンバー） 16 名 

2/18(日) 三宅町ファミリーフェスタ 理事長 篠田 厚志、木下 栄一

（メンバー）Wooden Project、

矢野紙器㈱  他 

400 名 

程度 

合計 489 名程度 

      

 

平成 30 年度天理市若者世代男女共同就業促進事業 

天理市が若者定住、就労促進、父親の子育て環境向上をめざし、父親の子育ての啓発事業の他、ネットワーク作りを目

的とした事業を 4年間で実施。今年度はその周知のためのフェスタを開催した。延べ参加人数 3500 名。 

開催日 タイトル 講師 人数 

3/18(日) 第一回ファザーリングフェスタ in 天理 

【ステージ】猛鼓会、Happiness 真美、バルーンアートショー、PHAT 

くわばたりえ 

小崎恭弘 

3500名 
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DANCE STUDIO TENRI、市長宣言式、パパとママの本音トーク 

【多目的広場】 

おやこクエスト（多目的広場＋南団体待合所）、マーケット、木育

ワークショップ 

【南団体待合所】ダンボール迷路、はぐーる出前保育、かがやき

プラザ「色で学ぶ親子コミュニケーション」、食育セミナー、情報

ブース 

他パネラー、 

講師多数 

    

 

平成 29 年度女性活躍の推進に係る啓発イベント企画・運営等業務（八尾市） 

八尾市内において、子育て世帯の夫婦、自分のライフステージに応じて働きたい女性や地域で何か始めたい、チャレン

ジしたいという思いのある女性等を対象に、八尾市きらめきフェスタを開催。 

開催日 内容 

2/3(土) 八尾市きらめき応援フェスタ 

・ パネルトーク「女性の活躍が未来を変える～男女がともに輝く社会に向けて～」 

・ 男性の家事・育児促進講座「楽しもうば親子でおにぎり作り」 

・ セミナー「もっと輝く自分と出会う～“強み”を活かすとこんなにスゴイ～」 

・ セミナー「スマホアプリを活用した写真加工のコツ」（八尾市男女共同参画セミナー「す

みれ」出張講座） 

・ セミナー「ミニライフプランセミナー＆ 育休復帰カフェ」 

・ 親子向け「パパの絵本大作戦＆ワイルド遊び」 

・ 親子向け「プレママ・親子相談・交流会」 

【同時開催】 

・ 子ども向け「ワクワク巨大ダンボール迷路」 

・ 就労相談「やりがい発見ば FUKUSEE ～福祉のお仕事のぞいちゃお♪～」 

・ きらめき HAPPY マーケット 

・ きらめきフォトコンテスト 

・ スタンプラリー 

参加者数約 800 名 
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その他委託事業など 

講座受託事業（単発事業） 

平成 29 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本実施。

コラム執筆等を含め 128 件の事業を開催した。 

（トピックス）アサヒラボガーデンにおける親子講座の受託 

今年度は 4 回実施した。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。年間通して参加人数は 100 名以上。 

（トピックス）阪急阪神ゆめ・まちフェスティバルに今年もダンボールパークを出展。 

7/31（月） ダンボール迷路と新聞プールを出展。 参加：約 1000 名 

 

＜＜助成金事業＞＞ 

地域支え合い助成 

昨年度に引き続き、男性の育児家事の推進、男性のネットワーク化を目的にいずみ市民生協と自治体と一緒にパパクエ

スト 4回、料理講座 2回を開催した。 

開催日 内容/会場 人数 

11/12(日) （パパクエスト） 藤井寺市 パープルホール 186 名 

11/26(日) （パパクエスト） 堺市 菩提幼稚園 116 名 

2/24(土) （パパクエスト） 岸和田市 市立福祉総合センター 171 名 

3/3(土) （パパクエスト） 大阪狭山市 市立公民館 135 名 

11/25(土) 「パパとパパっと簡単パエリア」 岸和田市女性センター 26 名 

合計 608 名
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＜＜自主事業＞＞ 

父子ツアーin シアトル 

6 泊 8 日で、父子だけで海外へ行くというの特別な体験を通じた、父子の絆作りのための事業 

（募集）5/29 までに「父子旅を通じて、父から子に伝えたい事」と妻の推薦状を添えて提出 

（先行）38 組の応募から 3組（6名）を選抜。 

（実施）7/28（金）～8/4（金）の 6泊 8日の旅 

（報告会）8/20（日） ドーンセンターで開催 

  

 

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。今年度はオープンな勉強会を 3回開催した。 

・第 19 回「親としてはやっぱ気になる！？イマドキのお受験事情を学ぼう」 

  講師：近澤武生氏、岡元譲史、桜井一宇、篠田厚志 

・第 20 回「パパが救える家族の命〜救急救命士に学ぶ心肺蘇生法〜」 

  講師：大阪ＩＪ（いのちの授業）岸田氏、好岡氏 

・第 21 回「防ごう子どもの事故！～親だからこそできること～」 

  講師：岡まゆみ（大阪大学大学院 人間科学研究科 安全行動学研究分野 特任研究員） 

計 42 名の参加 

 

会員の親睦を図る事業を開催 

父子キャンプやクリスマス会、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。 

 

 


