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社会福祉法人地域サポート虹 

OYAKO CLUB チューリップ一時預かり 

認可外保育 

平成２４年度事業計画書 

実施施設名 

 OYAKO CLUB チューリップ一時預かり、認可外保育 

 

所在地 

 横浜市栄区桂町２７５－２２ 美樹ビル１０３号室 

事業実施期間 

 平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日  月～金曜日 

実施時間 

 ９時００分～１７時００分 

実施時間内の利用料金 

 市内  １時間 ３００円   市外  １時間 ５００円 

 定期  ５６０００円 

実施施設の面積  

 延床面積 ５７．３㎡ 

 およびプレイルーム 4 3㎡ 

 延床面積に占める事業実施部分の割合 １００％ 

利用対象児童の定員 

 ２４人 

利用目的 

 子育て中の親子を地域でサポートすることを目的としリフレッシュや就労の方の一時保育や定

期保育をする 

 子育て支援として親たちの相談にのったり育児のワンポイントアドバイスをする 

保育の目標 

 一人ひとりの発達に応じた生活リズムを大切にし安全で清潔な環境の中健康で過ごせるように

保障する 

 季節や行事などを考慮した遊びを取り入れる 

 散歩 外遊びを行う 

 異年齢のかかわりのなか思いやりの気持ちを育てる 

行事計画 

 花見（４月） 節句（５月） 水遊び（７～８月） 遠足(１０月) 

 クリスマス(１２月)  豆まき(２月) ひな祭り(３月) 区民祭り参加(１１月) 区民活動フ

ェスタ参加(２月) 

避難訓練(月１回実施) 

 横浜市保育事業者研修参加  栄区保育施設交流事業参加 
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社会福祉法人地域サポート虹 

OYAKO CLUB チューリップ おやこのひろば 

 

平成 24 年度事業計画書 

 

実施場所(住所) 横浜市栄区上郷町１０６－１ 第２ミサキビル１０１号室 

実施施設名    OYAKO CLUB チューリップ おやこのひろば 

開設日時     平日(月～金) 10 時～15 時 第 4 月曜日は、ミーティングのため閉所 

ひろばの面積   68.5 ㎡ 

利用料金     1 組 100 円 

 

事業内容 

１ 子育て親子の交流、集いの場の提供 

   ・平日（月~金）10：00～15：00 は、誰もが気軽に立ち寄れる常設ひろばを開設する。 

   ・初めての方、一組で来られた方も楽しく過ごせる雰囲気を作る。 

   ・週に 1 度小麦粉年度、新聞紙遊び、わらべうた遊び等をする。 

   ・年に 2~3 回遊べるオモチャを作る。 

   ・年に 3 回公園遊びをする。他に、毎月お誕生会をする。 

2 子育てに関する相談、援助の実施 

   ・常に寄り添い話しやすい雰囲気にする。 

   ・特に気になるケースに対しては、区の担当保健師、助産師と相談し対応する。 

   ・日々親子のふれあい遊びを伝えながら、子育ての楽しさを感じてもらう。 

   ・お迎えと見送り時は、特に大切な時間にする。 

3 地域の子育て関連情報の提供 

   ・区との協働で情報コーナーを設置し、地域の子育て関連情報を収集する。 

   ・ホームページで情報を提供する。 

   ・利用者の年齢や地域に合った情報を伝える。 

   ・町内会にアピールする。 

4 子育て及び子育て支援に関する講習の実施 

   ・親子で楽しめるミニイベントを開催する。 

   ・小菅ヶ谷ケアプラザ、中野ケアプラザでは親子で楽しめる講座を開催する。 

   ・桂台ケアプラザでは、パパのお料理教室を開催する。 

   ・毎月のミーティングで事例検討をしながらスタッフのスキルアップを図る。 

5 地域の子育て関係者、関係機関・団体や行政機関等との現在のつながり、及び今後事業 

  を進めていく上でこうした関係機関とどのように連携を図っていきたいと考えますか。 

   ・中野ケアプラザ・桂台ケアプラザで出張ひろばを行い好評だったので、24 年度は、 

   小菅ヶ谷ケアプラザでも定期的に共催イベントを行う。 

   ・近隣のひろばや子育て支援事業所との交流を深め情報交換をしていきたい。 
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6 安全面での工夫や配慮について 

   ・オモチャや遊具は、毎朝清掃しながら危険がないか確認している。 

   ・地震が多発しているので、地震の避難訓練を頻繁に実施している。 

   ・事務スペースにはゲートを付けて、子どもがはいらないようにしている。 

    ･玄関にもゲートを付け子どもが、出て行かないように、開閉はスタッフが行い帰る  

時には、必ず手をつないだり、ベビーカーに乗せた状態で出口を出るように必ずスタッフが一人つ

いて声をかける。 

7 その他、前年度の課題と今年度取り組みたい内容、今後の展望など 

  ・好評だったパパのお料理教室を桂台ケアプラザで開催する。 

  ・小菅ヶ谷ケアプラザ、中野ケアプラザと共催でイベントを開催する。 

  ・利用している子どもと親自身が輝けるよう、当事者の活動を支援する。 

  ・地域の団体と積極的に連携し地域と子育て世代をつなぐ。 

  ・第 4 月曜日を休館日とし、スタッフミーティング、スタッフ研修を実施する。 

8 イベント案 

 

  ひろば・公園 中野ケアプラザ 小菅ヶ谷ケアプラザ 桂台ケアプラザ 

4 月 お花見お散歩  19 日親子遊び  

5 月 外遊び（公園）    

6 月 ☆歯科衛生士さん 13 日親子遊び   

7 月 七夕  ☆絵画あそび  

8 月 水遊び（公園）    

9 月 秋の製作 ☆ヨガ   

10 月 ☆ミニ運動会  ☆人形劇  

11 月 ☆タッチケア    

12 月 クリスマス会 ☆リトミック   

1 月 凧上げ（公園）  ☆タッチケア  

2 月 豆まき    

3 月 ひなまつり ☆人形劇   

☆ パパ料理教室 
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事  業  計  画  書  （１） 

団 体 名  社会福祉法人 地域サポート虹 

以下は事業実施施設（広場）についてご記入下さい 

実施場所（住所） 〒247-0013 横浜市栄区笠間 1-1-1 JR 大船駅笠間口通路内 

"実施施設（広場）名" OYAKO ＣＬＵＢチューリップ おやこの駅ひろば  

電話番号  045-895-6320 

広場事業責任者氏名 齋藤 恵子 

開設年月日  平成 23 年 1 月 28 日 

開設日時  開設曜日 月 ・火 ・水 ・木 ・金 

開設日数 週５日 

   開設時間 ９：３０～１５：３０ 

   開設予定日数 年間 ２４０日 

広場の面積  ５３㎡ 

   実施場所の形態（※１） 

   JR 大船駅笠間口通路内ワンフロア 

スタッフ数  "常勤  １名 "非常勤  １０名 

ボランティア数   

"利用料 徴収の有無" 有  【有の場合、利用料・会費等】 

   利用料 １回１組(大人一人につき)１００円  

 

以下の事業内容について、 

１ 子育て親子の交流，集いの場の提供 

・平日（月～金）９：３０～１５：３０ 

・地域ケアプラザで、イベント性の高いひろばを開催する。（人形劇、リトミック等） 

・赤ちゃんの日を設けて、0 歳児の母親たちが集いやすい機会をつくる。 

・地域ケアプラザと連携をとり、子どもたちが広い部屋で活発に遊べる機会をつくる。 

・季節ごとの工作物を作成し、利用者に提供する。 

 

２ 子育てに関する相談、援助の実施 

・地域の子育てアドバイザーが常駐し、いつでも相談を受ける。 

・特別な配慮が必要なケースについては、専門機関につないで、連携しながら見守る。 

・子育てをしている人の話を傾聴し、気持ちを大切にして、寄り添い援助する。 

 

３ 地域の子育て関連情報の提供 

・情報コーナーを設け、区内外からの情報を随時提供する。 

・ホームページを活用し、インターネットによる情報提供をする。 

・ひろば内に、子育て情報を閲覧できるパソコンコーナーを設置する。 



 

 

 

29 

４ 子育て及び子育て支援に関する講習の実施 

・ひろば時間内に、手遊び、絵本の読み聞かせ、ふれあい遊び、季節ごとの工作などを実施し、家庭で

の親子遊びを支援する。 

・ボランティアやスタッフの、受け入れ時の研修を実施する。 

・スタッフに必要な知識やスキルを、外部研修により習得する。 

 

５ その他、前年度の課題と今年度取り組みたい内容、今後の展望など 

・平日、毎日開催を原則とし、いつでも居心地の良い場所とする。 

・利用者の意見、提案を傾聴し、利用者参加型のひろばづくりを目指す。 

・地域の学生ボランティアや学生の職場体験を受け入れ、子育てへの理解と関心を高める。 

・第 4 月曜日を休館日とし、スタッフミーティングスタッフ研修を実施する。・地域ケアプラザとの共催

事業で、「出張ひろば」を開催する。（毎月１回実施） 

 


