ご協賛いただいた企業・団体の皆様
いしかわ ECO アプリ
（公社）石川県医師会
（一財）石川県金沢勤労者プラザ
石川県商工会議所連合会
（一社）石川県鉄工機電協会
（株）オーカワパン

（株）共栄
（株）島田商会
ネッツトヨタ石川（株）
能登印刷（株）
（株）橋本確文堂
ベイビーリゾートコロコ

（株）ホクスイ
みづほ工業（株）
（株）明治
森永乳業（株）
（株）RETUS
※五十音順

ご出展いただいた企業・団体の皆様
1. EYE VISION PROJECT 石川
2.. 石川県オレンジリボンキャンペーン実行委員会
3. 石川県県民文化スポーツ部男女共同参画課
4. 石川県里親会
5. 石川県消費生活支援センター
6.（公財）石川県臓器移植推進財団
7.石川シングルマザーの会
8. NPO 法人いしかわ多胎ネット
9.（一財）石川県県民ふれあい公社 いしかわ動物園
（40 のとじま水族館、44 ふれあい昆虫館）
10. 石川に心理カウンセリングを定着させる会（CCI ぷらす）
11.（一社）石川県私立幼稚園協会
12.（株）ウェブトラベル
13.（株）ウフフ（ウフフドーナチュ）
14. NPO 法人ウィメンズ・エンパワーメント金沢プロジェクト
15. 大塚製薬（株）名古屋支店金沢出張所
16（一社）倫理研究所 家庭倫理の会石川
17. 金沢星稜大学人間科学部こども学科芥川ゼミナール
18.（株）橋本確文堂 ( 金沢手帖 )
19. ＣＡＰいしかわ・ＣＡＰのと（ＣＡＰプログラム）
20. COMFY
21. いしかわ結婚支援センター
22.（公財）いしかわ結婚・子育て支援財団
23. 国立能登青少年交流の家
24. NPO 法人子育て支援はぐはぐ そのままでいいよ
25. 子育てにやさしい企業推進協議会
26. 子育て農業応援団

27. いしかわ子ども交流センター
（28 小松館、29 七尾館）
30. 子供と家族の未来を考える会 石川支部
31. しあわせのいえ
32. 制服リユース リクル
33. セレクトショップ epis
34. 全国珠算教育連盟 石川県支部
35.（株）石川ツエーゲン（ツエーゲン金沢）
36. NPO 法人子育て支援さくらっこ
37. にんぎょうげきやさん
38. 認定ＮＰＯ法人おやこの広場あさがお
39. ネッツトヨタ石川（株）
41. Nobody's Perfect（NP）ファシリテーター石川の会
42.（株）ハチバン（８番らーめん）
43. 能登印刷（株）
（はっぴーママいしかわ）
45. 子育てサロン ベイビーリゾートコロコ
46. poco a poco
47.（有）マックユニオン
48.（同）みずみずランド
49. みづほ工業（株）
（みづほ工房）
50. 未来への絆プロジェクト
血糖が気になる方への生活習慣相談室
51.（株）明治
52. メープルハウス
53. 森永乳業（株）中部支社 北陸支店
54. ようこそ産前産後ケア〜パパママ学級〜
55. 楽天モバイル金沢フォーラス店
※H P 掲 載 順
56.（有）明正（らうめん 侍）

子育て支援メッセいしかわ 2021

オンライン開催

事業報告書
＜子育て支援メッセ実行委員会＞
石川県子ども会連合会、石川県児童館連絡協議会、（福）石川県社会福祉協議会保育部会、石川県食生活改善推進協議会
（一社）石川県私立幼稚園協会、石川県ＰＴＡ連合会、石川県放課後児童クラブ団体連絡協議会、
（公財）いしかわ結婚・子育て支援財団、ＮＰＯ法人子育て支援 さくらっこ、子育てにやさしい企業推進協議会、
能登印刷（株）、（株）ビットストリーム、北陸農政局、みらい子育てネット石川県地域活動連絡協議会

＜事務局＞

金沢市鞍月東２丁目１番地 （公益財団法人いしかわ結婚・子育て支援財団内）
TEL：076-255-1543 FAX：076-255-1544 E-mail：messe@i-oyacomi.net

開催概要
１．主

アンケート集計結果（視聴者に実施したアンケート結果より抜粋）

旨：（１）子育て中の家庭支援を目的に、様々な分野の情報を提供する。
（２）子育てを支援する企業・ＮＰＯなどのネットワーク構築の場とする。

２．主

催：子育て支援メッセ実行委員会（（公財）いしかわ結婚・子育て支援財団、子育てにやさしい企業推進協議会

３．後

援：石川県／金沢市／（一財）石川県県民ふれあい公社／（福）石川県社会福祉協議会／北國新聞社

Q. 今年のメッセはいかがでしたか。

ほか）

４．開催概要：（１）日 時：令和 3 年 11 月 14 日（日） 10:00 〜 15:00
（２）内 容： オンライン開催（専用ホームページで各コンテンツを紹介）
① ライブ配信プログラム … 13 企業・団体（企業：1 ／団体：12）
10:00 オープニング
10:05 吹奏楽演奏 いしかわジュニア吹奏楽クラブ
10:20 ちいちゃん、赤ずきんになる！！ にんぎょうげきやさん
10:45 つくって、とんで、ピョンピョンピョン！！ 金沢星稜大学芥川ゼミナール
11:05 「いしかわパパ子育て応援キャンペーン」トークショー

ある（２回）
7％

よくなかった
1％
ふつう
28％

よかった
39％

はずむからだ、はずむこころで、はじまる育児！！〜 more! more! smile!! 〜
一般社団法人 体力メンテナンス協会

12:05

えいごであそぼう with けんちゃん＆みゆおねえさん

12:25
12:40
13:10
13:25
13:55
14:25
14:40
14:55

親子で楽しむ！グルテンフリークッキング （株）西の藏米 西藏利枝 氏

NPO 法人子育て支援さくらっこ

こどもの視力で知っておきたい ３つのこと EYEVISION PROJECT 石川
しまじいのお店の時間 いしかわ子ども交流センター
スポーツの祭典 のとじま水族館
子育て講座 多賀クリニック 多賀千之 氏
ストリートダンス ストナビダンススクール（DOUBLE≠STANDARD、SLAM DOGG）
タングラムとパペットダンス 北陸学院大学 クリエーショングループ
エンディング

ある（３回以上）
20％

ない 45％

ある（１回）
28％

とてもよかった
32％

Q. 今回の「子育て支援メッセ」の開催を何で知りましたか。

ぶんぶんボウル、NPO 法人ファザーリング・ジャパン 徳倉康之 氏

11:40

Q.「子育て支援メッセ」に来場されたことはありますか。

新聞、フリーペーパー 4％

SNS 21％
チラシ、ポスター 21％

その他（保育園、子育て広場、参加団体など）
8％
ホームページ、メルマガ
24％
知人からの口コミ
22％

Q．良かった点、改善したほうが良い点等があれば教えてください。

② 薬剤師さんの親子健康相談室 in 子育て支援メッセ 2021
協力：未来への絆プロジェクト 血糖が気になる方への生活習慣相談室
対象：お子様を持つ家庭
内容：病院に行ってまで聞けないようなこと、日常生活で気になっていることの相談
（Zoom ミーティング使用）
＜午前の部＞ 10：30 〜 12：00
＜午後の部＞ 13：30 〜 15：00

・外出せずオンラインで視聴できて気軽に参加できた。劇やダンス、水族館のショーなど自宅で見ることが

③ ホームページ出展

・テレビの感覚で祖母目線でも参考になるお話が沢山あって、楽しかった。

…

56 企業・団体（企業：21 ／団体：35）

④ プレゼント企画
『その１／視聴者プレゼント抽選会』
応募期間：11 月 14 日（日）
応募方法：ツイッター、インスタグラムで "# 子育て支援メッセ " とハッシュタグ
付けて投稿
応募者数： 22 件
『その 2 ／宝探しとアンケートに答えてプレゼントをもらおう！』
応募期間：11 月 14 日（日）15：00 〜 11 月 30 日（火）23：59
応募方法：メッセ HP の参加企業・団体ページにある宝箱をあけ、隠れて
いる動物のうち指定の３匹見つけて応募
応募者数： 82 件
（3）動画視聴数： 約 4,000 件

できて子どもも喜んでいた。
・親も子育ての疑問や悩みが解消できた。
・後日アーカイブで見られる点も良かった。
・短編ストーリーでいろいろ楽しめたし、わかりやすかった。
・親目線・子ども目線でそれぞれ楽しめるプログラムばかりでした。
・実際に産業展示館で開催されれば家族みんなで参加したいと思える内容でした。
・産業展示館で開催できることを祈っています。もちろんオンラインでも参加します。
・イベントをオンラインという形でも開催していただけたのはありがたかった。
・オンラインの楽しみ方として、ホームページも充実していて良かった。
・オンラインならではの相互交流できるようなイベントがあるとなお良い。
・プレゼント応募の方法がうまいなぁと感心しながら沢山探してしまいました。
・親子で楽しめるイベントが少ないので、ライブ中継であっても参加できると嬉しい。

