
子どもの居場所づくりコーディネーター養成講座修了者（修了者60名のうち県ホームページで氏名等の公表について承諾を得られた48名）

№ 氏名 所属名 職名 ＰＲコメント 〒 住所 電話番号 e-mail

1 東青地域 造道・原別・東部地区 大塚恵子 みんなの食堂　アエ～ル 代表 030-0913 青森市東造道1-5-15 090-4045-0882

2 東青地域（青森市内） 加藤和子 みんなの食堂　アエ～ル

保育士、幼稚園教諭2級、調理師、介護初任

者研修の経験と資格を何かの形で生かしたいと

思っています。

030-0917
青森市矢作3丁目9-

12
090-4043-0749

3 青森市内 柿崎　章 みんなの食堂　アエ～ル 030-0921
青森市原別４丁目7-

30
017-736-7925

4 野呂敏子 みんなの食堂

5

青森市内（主に青森市内

が中心ですが、できる限り

相談に応じて活動したいで

す。）

後藤友美

私は10年以上保育士として子ども達と関わってき

ました。また、自分自身３人の子育て中であり、

今までの経験を生かし、更に視野を広げて、多くの

子ども達や地域の方々と関わっていきたいと思って

おります。

090-5839-4671

butterfly.blue-

flower0727@docomo.ne.j

p

6 青森市 葛西聖子

お父さんもお母さんもお兄ちゃんもお姉ちゃんも、高

校生も中学生も小学生も幼稚園の子も、誰でも

話ができる場所を作りたいです。

7 青森市浪岡地区 秋元美幸 指定障害者支援施設りんどう苑
地域において心のつながりを感じられる場所作りが

できるように活動したいと思います。
038-1342

青森市浪岡大字樽沢

字上野74-1
0172-62-1800

8 青森市沖館地区 中村伸吾
沖館小学校教育振興会

幸伸保育園

会長

副園長

子どもに関してのことなら何でもやりたいですので、

連絡お待ちしています。
038-0004

青森市富田5丁目14-

22
090-7561-3993 na-shingopapa@ezweb.ne.jp

9 市内全域 高田由美
社会福祉法人和幸園　和幸保育園 副主任保育士

地域子育て支援センター指導者

生後43日～天寿を全うするまで寄り添える和幸

園です。～ふるさと（地域）と生きる～を理念にヒ

ト・モノ・ハコを活かした全面的な人生のお手伝い

をさせて下さい。高齢・障害・児童・貧困、誰一人

取り残さない社会のために一緒に集えるそんなステ

キな居場所を和幸園は提供したいと考えます。

030-0861
青森市長島2丁目1-

12
017-776-4826

10 平内町 三上壽美子 社会福祉法人三康福祉会　青空保育園 園長

とにかく「こどもはかわいい」「こどもはめんこい」。子ど

も達といると楽しくて面白いですよ。ぜひ、保育園

に遊びに来て下さい。子ども達とお話したり、おんぶ

したり、抱っこしたり。そして一緒にご飯も食べましょ

うよ。

039-3332

東津軽郡平内町清水

川和山71-2

（青空保育園）

017-756-2109

11 青森市中央地区 工藤知久子

青森市浦町中学校区コミュニティスクール

地域応援チームうらまち

青森市中央地区民児協

ディレクター

代表

会長

子どもを中心とした、学校と保護者と地域の方々

をつなぐ活動を10年以上しています。これまでの経

験を生かし、更なるネットワークとの結び付きのお

手伝いをさせていただきます。

030-0823 青森市橋本3-18-3 090-2020-7550

12 幸畑・筒井・大野 三浦幸子 特別養護老人ホーム正寿園 園長

法人でコミュニティサロンを開催し起動し、4年目に

なっている。居場所づくりを通して地域が活性化

し、困難を抱える子ども達を支えていきましょう。

030-0124
青森市田茂木野阿倍

野63-2
017-738-3711

13 中田太 特別養護老人ホーム正寿園 主任生活相談員 030-0124
青森市大字田茂木野

字阿部野63番地の2
017-738-3711 futoshimarket@yahoo.co.jp

活動地域



№ 氏名 所属名 職名 ＰＲコメント 〒 住所 電話番号 e-mail活動地域

14

東青地域

基本的には青森市内

（他の地域は応相談）
小澤幸恵 発達凸凹共育会「はぐとも」

代表

ペアレントトレーニングファシリテー

ター

トータルビジョントレーニングトレー

ナー

発達障害学習支援サポーター

男子3人（うち双子が発達障害）のお母さん経

験により、発達障害をもつ子や似たような特性を

持つ子、その親御さんをとりまく環境の困難さに気

づかされ、その支援をしています。以前はNICUや

救命センターの看護師をしていました。その経験

（感染管理、疾患、傷病病態生理、救急対

応、災害対策ex)も活かしながら、みんながお互

いに学び合う、助け合える社会をつくります。

090-5832-5751 kozawa418@gmail.com

15

青森市西部地区

（主に沖館、富田、篠田

地区）

武内留美子

青森市沖館民児協

青森市沖館小学校

青森市富田町会

民生児童委員

学校評議員

副町会長

齢6？歳体力は衰えてきています。が、今こそ地域

の子ども達とのふれあい交流の場づくりをお手伝い

したいと活動（勉強）中です。特記すべき特技は

ありません。料理や裁縫の腕も普通です。身近な

大人（おばあちゃん）として、子育てを応援する

地域づくりのお力添えができればと！

038-0004
青森市富田１丁目22-

27
017-766-2930

16 青森市近郊 石川由佳 青森市民生委員・児童委員
子供たちの居場所づくりにお役に立てることがありま

したら、お手伝いさせていただきます。
090-7067-3981

17 大野・浪館・金沢・安田 工藤真理子 このゆびとまれ

小さな規模での「子どもが集まれる場」を開きたい。

大きな輪に入れない、障害がある、ひきこもりがち

である、発達障害等の子ども達をも”食”を通じ

て、場・人に足を運んでもらえるような場所作りをし

たい。

030-0852
青森市大野鳴滝64-

35

090-8924-1608

017-739-5178
yumeaomori@yahoo.co.jp

18 青森市内及び東青地区 對馬明帆

青森市民生委員児童委員協議会

油川地区民生委員児童委員協議会

油川地区社会福祉協議会

副会長

会長

副会長兼事務局長

青森市油川地区の民生委員。地区社協や油川

市民センターの役目と兼務。健康リーダーとして地

区内の健康講座を開催。市内の健康行事に積

極参加。青森の健康寿命の延伸と福祉の向上を

目指してボランティアに取組む。

038-0058
青森市羽白字沢田

294-2
017-788-6221 kamiaki17@gmail.com

19 青森市内、東津軽郡 甲地　操

大学卒業後、東青地域で22年間中学校の教

員、その後は支援に関わる仕事をしていました。長

所は「親身に聴ける」、短所は「お節介」です。困っ

ている事があれば、まずはご連絡下さい。

青森市東部地区 090-9536-2497 3307happiness@gmail.com

20 青森市 鈴木杏子
フェリーチェあおもり

桜川みんなの食堂

幼児、小学生、その保護者、地域の高齢者の多

世代が集まるみんなの食堂です。
030-0945

青森市桜川2丁目4-

11
090-4639-4148 white_meteor78@hotmail.com

21 青森市松原 葛西淳子 030-0961
青森市浪打2丁目14-

1
090-4635-1714

22 青森市内 松家みはる あおもり子ども劇場 事務局員

子どもの文化活動・自然活動を微力ながら支えて

いくために、子ども劇場の事務局を手伝っていま

す。「人はパンのみにて生きるにあらず」遊びや芸

術の中に心のごはんがあり、豊かに生きて行ってほ

しいと願うおばさんの一人です。

030-0904
青森市茶屋町25-16-

201
m.matsuka.kame@gmail.com

23 沖館地区 小嶋眞喜子
小学校放課後子ども教室

沖館民児協

どの子どもも、楽しく元気に仲良く毎日を過ごせる

よう、毎日願っています。
038-0002 青森市沖館5-20-21

017-766-3654

090-4315-4247

24 青森市内 千代谷成子 公益財団法人青森県母子寡婦福祉連合会

ひとり親家庭の当事者団体に所属しております。

困難を抱えた子ども達に手が差し伸べられるよう、

私自身も学びながら皆さんと一緒に”居場所”を

作っていけたらと思っております。

030-0822
青森市中央3丁目20-

30県民福祉プラザ3F
017-735-4152 boshi.center@joy.ocn.ne.jp

25 青森市 秋田谷洋子 公益財団法人青森県母子寡婦福祉連合会 会長 030-0822 090-5238-5989



№ 氏名 所属名 職名 ＰＲコメント 〒 住所 電話番号 e-mail活動地域

26

中南地域

大鰐町、碇ヶ関 阿保香月

大鰐町赤ちゃん子育てサークルわにっこクラブ

大鰐町あすなろ母親クラブ

青森県教育支援プラットフォーム中南地区実

行委員会

代表

会長

教育支援活動推進員・事務局

大鰐町の嫁いできたママ、パパ、町内のじーじ、

ばーばを囲んで町の子ども達を育てる居場所を毎

週火曜日10：30～15：00　福祉センタークラ

ブ室で実施しています。（わにっこクラブ）

038-0243
南津軽郡大鰐町八幡

館長内19-1

0172-47-5273

090-2985-7458
katsuki0927.takeru@yahoo.co.jp

27 弘前市 奈良清芽 文京地区民生委員児童委員 小学校非常勤講師

小学校で放課後の学習支援に携わっています。

学校現場で多くの子ども達と触れ合う中で、あと

少しの支援があればと思うことがありました。学習や

食べることを含め、子ども達が集い、成長し合える

場づくりを模索中です。

036-8153 弘前市三岳町 090-9630-7337

28 弘前市周辺 井澤淳
社会福祉法人千年会　障害者支援施設千

年園
介護福祉士

子ども達が与えられた居場所だけではなく、自らが

思い創る居場所ができるようお手伝いしたいと思い

ます。子どもだけではなく、地域に住む方々が共に

手をとり生きる地域作りができればと思います。

036-8144
弘前市原ケ平山中39-

1
0172-87-4888

chitose.communitywelfare

@chitose-kai.or.jp

29 弘前市 佐藤まさ 子ども食堂すこやかプロジェクト 事務局長

子ども食堂すこやかは、学習支援と食事提供を無

料で行っています。弘前市社会福祉センターに

て、毎月第2土曜日（夏、冬休みは毎土曜日）

どなたも安心して参加して欲しいと願って活動して

います。

弘前市
090-3364-9491

0172-33-9160
qqru5pm9k@arion.ocn.ne.jp

30

弘前市を中心に中弘南

黒、西北地区、青森市浪

岡など青森県西側

森　岩樹

特定非営利活動法人青森県就職支援チー

ム

ユースひろさき（フリースクール、通信制高校サ

ポート校）

特定非営利活動法人パノラマ（神奈川県高

校生カフェ実践で知られる）

代表理事

代表

会員

元々は若者に対する就労支援機関等で、若者の

居場所づくりに関わっておりました。しかし、若者や

8050問題に接し、子供の頃からの人との関わりの

重要性を感じ、子どもの居場所についても実践し

ようと考えています。どうぞよろしくお願い致します。

（電話はほとんど出られないので、メールの方がた

すかります）

036-8247 弘前市大開3-2-15 0172-87-8476 moriwa2@gmail.com

31
弘前市内（近隣市町

村）
野呂深雪 一般社団法人プラシア

代表理事

管理者

児童発達支援管理責任者

弘前市内で「発達支援クラム」という、障害児の

通所事業である児童発達支援と放課後等デイ

サービスを行っております。弘前市内近隣の市町

村のお子様に対して、障がいのある子、ない子、

全員が楽しく活動できる場を提供できればと考え

ています。

036-8087
弘前市早稲田3丁目5-

5
0172-55-8863 plusia.hirosaki@gmail.com

32

三八地域

八戸市、三戸郡 下舘敏幸
TEAMあべじゃ～ズ

はづのへハロウィン実行委員会

代表

代表

いじめ・虐待・DV・自殺防止、行き場のない子ど

も達、女性達のためのシェルター、シェアハウスの設

置を推進していきます。

031-0023
八戸市是川3丁目15-

3
0178-96-2597 zaku05@mtj.biglobe.ne.jp

33 八戸市 白山拓弥
特定非営利活動法人あおばの会（八戸あお

ば高等学院）

子ども食堂「ふれ愛・あおば食堂」やフードバンク、

フードドライブ活動の他、フリースペースなど、様々

な居場所づくりに取り組んでいます。

031-0081
八戸市柏崎2丁目7-

14
0178-22-3470

shirayama@hachinohe

-aoba.com

34 八戸市周辺 久保　慎
NPO法人ワーカーズコープ

ちょうじゃこども食堂

八戸市生活困窮者等学習支

援事業学習支援コーディネー

ター

青森県生活困窮世帯児童学

習支援事業学習支援コーディ

ネーター

八戸市で「ちょうじゃこども食堂」を運営していま

す。また、八戸市・青森県から委託をいただいた学

習支援事業で、経済的事情等により塾に行きたく

ても行けない子ども達に無料で勉強を教えていま

す。

031-0042
八戸市十三日町4-1

ユートピアビル1F
0178-51-8582 hachisapo@roukyou.gr.jp



№ 氏名 所属名 職名 ＰＲコメント 〒 住所 電話番号 e-mail活動地域

35

西北地域

西北五 藤林　秀
family caféあづま～る

憩いの広場ここまる

代表

副代表

familycafeあづま～るでは、ママと子どもの居場

所づくりになれる空間を目指しています。でも誰で

も来れます。横になれる空間と体育館があり、近く

には公園やスーパー、ドラッグストア、コンビニがあり

ます。

憩いの広場ここまるは、五所川原市、つがる市に

て誰でも来れる子ども食堂を開いています。毎月1

回、10時から14時までです。日にちは大体3週か

4週目の日曜日なのでチラシをご覧ください。たくさ

んの高校生が来て遊んだり、勉強ができますよ。

kazami1121@gmail.com

36 つがる市 工藤奈々子 館岡保育園 保育士

地域の憩いの場を提供しています。また、土曜日

には英会話に特化した学習支援も行っています。

将来的には、地域の皆さんが気軽に集まれるよう

な子ども食堂にも取り組みたいと考えています。お

気軽にご連絡下さい。

038-3283
つがる市木造館岡上稲

元21
0173-45-3520

37 上北地域 太田功一 まきばのこども園 園長

38 三八上北（十和田市） 服部　圭 NPO法人おいらせサポートハウスKの家 支援員

年齢も障害も国籍も性別も問わない、アイデン

ティティーを核とした福祉事業を展開しています。

家庭的な環境でエンジョイ＆セルフサポートを心が

けています。

034-0303
十和田市法量字焼山

64-227
0176-74-1332 oirase.kei.no.ie@gmail.com

39 三沢市内、近隣市町村 柏崎美江

三沢市民生委員児童委員協議会

三沢地区更生保護女性会

日の出町内会

岡三沢地区会長

会長

副会長

民生委員となり24年、ふれ愛部会設立から20

年、町内の皆さんに助けられながら活動させて頂

き、地域の皆さんの愛を感じております。人とつな

がると云う事は、視野が広がり、人として成長させ

て頂いてる事に感謝です。この居場所づくりをして

良かったと思っております。一人でも多くの方々もぜ

ひやってみませんか？

033-0154
三沢市日の出2丁目

94-738

0176-53-5485

090-2971-8672

40 三沢市内 神田千寿子 三沢市役所生活福祉課
「子どもの居場所づくり」に関心のある人、「居場

所」が欲しい人、一緒に汗を流してみませんか。
033-0011 三沢市幸町1丁目 0176-53-1326

41 十和田市 中野渡瞳 ひかり保育園

主幹保育教諭

認定子育てハッピーアドバイ

ザー・家庭教育アドバイザー

ひかり保育園では、年間を通してほっとママ（親子

ヨガわらべうた、子育てハッピーセミナー、アンガーマ

ネジメント、絵本フェス等）を企画し開催していま

す。また、市内にあるみどり集会所では「おしゃべり

喫茶びっきーず」ではランチバイキング、カフェ、夜の

びっきーず（食事）も毎月開催しています。（要

予約）その他随時、育児相談、一時預かり（0

～12歳）をしています。園のホームページやフェイ

スブックもご覧下さい。

034-0037 十和田市穂並町4-60 0176-23-3446 hikari.1957@niffty.com

42

下北地域

むつ市、下北郡 本江るみ子

調理師としての集団給食の経験をいかして、食文

化（郷土食）を継承し、コミュニティの場に参加し

たいです。

039-4401 むつ市大畑町 090-9633-3340

43
県内全域

青森県全部 川名裕美 NPO法人子育てオーダーメイド・サポートこもも 030-0936
青森市矢田前字浅井

26-28
080-5227-1887

44 青森県内 橋本　歩 NPO法人子育てオーダーメイド・サポートこもも
子どもと親子の居場所づくり。産前産後ヘルパー

派遣などを事業で行っています。
030-0821 青森市勝田2丁目7-3 090-2997-8051 aomoricomomo@gmail.com

45 青森市、弘前市他県内 津島裕子 NPO法人子育てオーダーメイド・サポートこもも
子どもも大人も笑顔になれる様な居場所づくりがし

たいです。
030-0821 青森市勝田2丁目7-3 080-3145-5196 aomoricomomo@gmail.com
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46
県内全域

青森市 山脇麻衣子
NPO法人子育てオーダーメイド・サポートこもも

新日本婦人の会青森支部
090-9313-4013

47 青森県内 冨田玲子

三沢市民生委員児童委員協議会

三沢地区更生保護女性会

おいらせ農協女性部三沢支部

東部地区会長

理事

会長

今までPTAや地域で活動してきた事を生かし、少

しでも地域の方に恩返し、子ども達や老人の方々

の明るい声がいつまでも地域の中に聞こえる活動

がしたいと思います。

033-0133
三沢市鹿中1丁目

145-711
0176-54-3012

48 青森県内 古川聖子 学習塾のせっこ会

不登校に悩む子や学習障がい、発達障がい（き

ちんと座ってお話のできる子）の学習サポートや、

英会話レッスン（子ども～大人まで）が可能で

す。お気軽にお問合せください。

030-0822
青森市中央2丁目2-

20
017-763-5568 seccokai@gmail.com


