


みんなで応援しています 
子育て支援センター「んぐまーま」
（北海道札幌市）

一日も早く心穏やかな日々に
戻れますように。 
NPO法人子育て応援かざぐるま
子育て拠点てんてん 
（北海道札幌市）

この度の地震により被災された方々にお見舞いを申し上げます。
東日本大震災では、たくさんの応援をいただきありがとうございま
した。まだまだ大変な時間が続くと思いますが、これからも応援し
ていきたいと思います。 
特定非営利活動法人せんだいファミリーサポート・ネットワーク
（宮城県仙台市）

子どもたちの心と体、保護者のみなさんの健
康が心配です。東日本大震災では、みなさん
の応援で助けられました。ありがとうございま
した。一日でも早く普段の生活が戻ることを
祈っています。
NPO法人しばた子育て支援ゆるりん
（宮城県柴田郡柴田町）

皆様に助けて頂いたこと、今も支え
てもらっていることを忘れたことは
ありません。みんなが応援してくれ
るから今も頑張っています。私たち
は熊本を忘れません。一緒に頑張っ
ていきましょう。
NPO法人きらりんきっず
（岩手県陸前高田市）

まだまだ不安な毎日が続いて
いると思います。１日も早く、
子ども達の笑顔が戻ることを
心から願っております。
NPO 法人 子育て支援コミュ
ニティプチママン 
（福島県郡山市）

震災の時に全国の皆様から
たくさん助けて頂き、ありがと
うございました。今度は、私達
の気持ちを届けます。応援して
います！！
ＮＰＯ法人子育て環境を考える
虹の会　たんぽぽサロン
（福島県白河市）

東日本大震災の際には、あたたかいご支援を
ありがとうございました！遠く離れていても、
熊本⇔福島。空と同じように、心は繋がって
いますよ。ずっとずっと応援していきます。
特非）ビーンズふくしま　
みんなの家＠ふくしま（福島県福島市）

ママは家族の太陽！ママが元気で
明るくいれば、子供も安心して元
気にこにこ♪
特定非営利活動法人ままとーん 
（茨城県つくば市）

一日も早い復興を祈ってます。
がんばってください。
一般社団法人ライフ・ケア・ひたち
日立市子どもすくすくセンター
（茨城県日立市）

株式会社　コマーム
（埼玉県川口市）

同じ子育てする仲間から、遠く離れ
た埼玉よりエールを送ります。
ＮＰＯ法人子育てネットくまがや
（埼玉県熊谷市）

小さいお子さまを抱えながら避難生活を送
られているママたち、子どもたち、また子
育てひろばの皆さま方。ご苦労は想像を絶
します。少しでもお役に立てればと、皆で
集めました。心から応援しています。
NPO法人志木子育てネットワーク
ひろがる輪（埼玉県志木市）

熊本の子育て家庭が、
一日も早く普段の暮らしに
戻れますように。
特定非営利活動法人
新座子育てネットワーク
（埼玉県新座市）

地域子育て支援士
二種埼玉開催受講者一同 
（埼玉県新座市）

市川の子育てひろば（親子つどい
の広場八幡・新井・新浜、昭和学
院もこもこ・こどもセンター、いく
じネットいちかわ）から熊本の子
育てひろばへ励ましと支え合いの
気持ちをお届けします。
NPO 法人いちかわ子育てネット
ワーク（千葉県市川市）

心よりお見舞い申し上げます。
NPO法人親そだちネットワーク
ビジー・ビー（千葉県市川市）

かしわ子育てまちづくりネッ
トワーク・ここっと
（千葉県柏市）

館山市元気な広場 
（千葉県館山市）

地震が続き、おびえている子どもたちの心の
支えに役立ててください。これから梅雨に入
りますが、負けずにがんばってください。 
社会福祉法人藤雪会（神奈川県厚木市）

つつしんでお見舞い申し
上げます。 
NPO法人ファミリー
センター東京べーテル 
（東京都江戸川区）

にっぽん子育て応援団
（東京都新宿区）

みなさんの生活が一日も早く、
穏やかになることをお祈りして
おります。
地域子育て支援センター二葉
（東京都新宿区）

NPO法人ゆったりーの 
（東京都新宿区） 被災地の皆さまの生活が1日も早く

いつもの生活に戻れますよう、
心よりお祈り申し上げます
NPO法人せたがや子育てネット　
おでかけひろば　ぶりっじ＠roka
利用者・スタッフ一同
（東京都世田谷区）

お身体にお気をつけて、
子育てがんばって下さい。
帝京平成大学 
プリプリキッズ・ユニバ 
（東京都中野区）

どんなに大変な状況かと心が痛みま
す。心ばかりですが子どもたちのため
にお役立てください。
NPO法人HUGこどもパートナーズ
（東京都東村山市）

地域に住む外国人の方とチャリティー
イベントを開きました。応援しています！
アクティヴ座間インターナショナル
（アクティヴ・ママ内）
（神奈川県座間市）

子ども達が笑顔を取り戻し、安心して
暮らせるよう、応援しています。
特定非営利活動法人ピアわらべ
（神奈川県横浜市）

子育て中の皆さん、
支援されている皆さん、
応援しています!!
都筑区子育て支援センター
ポポラ（神奈川県横浜市）

子どもたちの笑顔が一日
も早くもどりますように。 
NPO法人さくらんぼ　
横浜市瀬谷区地域子育て
支援拠点にこてらす
（神奈川県横浜市）

子育て中、また子育て支援活動を
行っている皆様、お身体大切になさっ
てください。応援しています!! 
特定非営利活動法人
ワーカーズ・コレクティブ パレット
利用者・スタッフ一同
（神奈川県横浜市）

一日でも早く笑顔いっぱ
の毎日になりますよう
に・・応援しています！
お身体お気をつけて。
ＮＰＯ法人ホームズ都筑
「すくすくサロン」
（神奈川県横浜市）

一日も早い復興を
お祈りします 
ピッピおやこの広場
はっぴぃ
（神奈川県横浜市）

被災された皆様、心よりお見舞い申し上
げます。一日も早い事態の収束と、日常
生活が少しでも早く元の状態に戻られま
すよう、心よりお祈り申し上げます。
NPO法人さくらんぼ（神奈川県横浜市）

被災地の復興を願って、みんなで応援しています。同じ
子育て中の親として、子どもたちが笑顔でいられるよう、
少しでもお役に立てたらという思いです。
横浜市神奈川区地域子育て支援拠点「かなーちえ」
自主企画グループ「九州人トーク」（神奈川県横浜市）

自分は何をすれば良いのだろうか？いつも
自問自答しています。今できる事を、一つ
一つこなして行きましょう。
「たかたんのおうち」運営委員会
（神奈川県横浜市）

たいへんな思いをしてい
る親子に少しでも笑顔が
増えますように。
よこはま一万人子育て
フォーラム
（神奈川県横浜市）

子育て家族や支援団体の皆さんへ、
応援の気持ちを、少額ですが送ります。
子どもの未来サポートオフィス
（神奈川県横浜市）

子どもたちの笑顔があふれ、安心して
暮らせる毎日が１日も早く訪れますよ
うに・・。横浜から応援しています。
おやこの広場びーのびーの
（神奈川県横浜市）

子育て支援に関わる仲間として、
ちょっとでも応援ができたらとの想い
から サロン参加者の皆さまへお声か
けをいたしました。応援しています！
太尾っ子広場（神奈川県横浜市）

被災地の子育て世代の皆さまに
一日でも早く笑顔が戻りますよう、
浜松のひろばから応援しています。
浜松の未来を育てる会 
（静岡県浜松市）

一日も早く、心穏やかに過ご
せる日が来ることをお祈りし
ています。
NPO 法人ファミリーステー
ションRin（愛知県日進市）

一日でも早く、日常生活が
もどりますように。 
子育てひろばAiAi
（長野県諏訪郡富士見町）

少しでも早くみんなが笑顔に
なれる日を祈っています。
頑張ってくださいね。
NPO法人ワーカーズコープ
篠ノ井事業所　
篠ノ井こどもひろば
このゆびとまれ（長野県長野市）

みんなで応援しています。
早く普段の生活に戻れる
ように願っています。 
特定非営利活動法人
ながのこどもの城
いきいきプロジェクト
（長野県長野市）

私たちは熊本に家族のいる韮崎在住マ
マの会です。不安な日々の中での子育
ては大変だと思いますが皆さんは一人
ではありません。遠く離れた山梨から
ではありますが応援しています。
韮崎市子育て支援センターにらちび　
韮崎mamaモンズ（山梨県韮崎市）

中越地震で被災しました。そのとき多く方か
ら応援をいただきました。あの時頑張ってよ
かったと思っています。みなさんの事はテレ
ビでしか知ることができませんが、応援して
います。頑張ってほしいです。 
幼保連携型認定こども園小千谷幼稚園
（新潟県小千谷市）

認定NPO法人
マミーズ・ネット
（新潟県上越市）

認定ＮＰＯ法人
おやこの広場あさがお 
（石川県白山市）

子ども達とその家族の笑顔が、
1 日でも早く戻るように応援し
ています。
とんとんキッズプロジェクト 
（福井県敦賀市）

みんなで応援しています、いつも！
特定非営利活動法人まぁーる
（岐阜県多治見市）

一刻も早く普段の生活を再開で
きますように。皆さんの笑顔が
戻りますように。
ＮＰＯ法人そよかぜ子育てサポート
京田辺市子育てひろば　
てふてふ（京都府京田辺市）

被災地で子どもたちの日常を取り戻すために頑
張っておられる子育て支援関係者の方々へ少し
でもお役に立てればとみんなで話し合い、会と
して寄付させていただくことにしました。一日
も早い復興を願っています。
ポラリス（交野市子ども家庭サポーターの会）
（大阪府交野市）

熊本地震により被害を受けたみ
なさまに心よりお見舞い申し上げ
ます。今後も、被災地の子育て支
援団体を応援していきたいと
思っています。 
NPO法人ふらっとスペース金剛
（大阪府富田林市）

うどん県より応援して
います！
NPO法人子育てネット
ひまわり（香川県高松市）

「みんなで楽しく一夜を共にす
る会」、こころのヨガ、県内で
子育て支援をしている仲間た
ちの会、よりお預かりした義
援金です。
NPO法人わははネット 
わははネットの子育てひろば
4 拠点、WIS 株式会社なごみ
共済協同組合代理店
（香川県高松市）

これからも
応援しています。
ＮＰＯ法人自然塾
ぴょんぴょん
（香川県高松市）

子育て親子対象のイベントで
集めました。がんばれ！！熊本
ＮＰＯ法人とべ子育て支援団体
ぽっかぽか（愛媛県伊予郡砥部町）

ささやかですが、子育てサロ
ンのみなさんからです。子ど
もたち、ご家族が笑顔で生活
できますよう祈るとともに、
心より応援しています。
じばやん子育てクラブ 
（兵庫県三田市）

同じ仲間として一日も
早いご回復を心からお
祈り申し上げます。 
Salon de maternal 
まや子どもの家
（兵庫県神戸市） 兵庫県西宮市のママや子ども

達からの気持ちを送らせてい
ただきます。一日も早く、安
心と笑顔の生活に戻れますよ
う、遠くからですが応援して
います。
a little（兵庫県西宮市）

子どもたちの笑顔を力に。
阪神淡路大震災で被災した西宮より。
20 年の時を経て子どもたちは立派に
成長し夢を叶え、親となり子育てし
ている人もいます。子どもたちの笑
顔が未来を照らしますように。
関西学院子どもセンターさぽさぽ　
さぽさぽ利用者有志一同 
（兵庫県西宮市）

お疲れを出されない
ようにしてください
ね。応援しています。 
子育て応援こっこ
（岡山県総社市）

心よりお見舞い申し上げます。
普段通りの生活が 1 日も早く
戻りますように…。
親子ふれあい広場「はっぴぃ」
（岡山県勝田郡勝央町）

私たちも一昨年の豪雨災害の
際には全国の会員の皆様から
ご支援いただき、大変心強く
感じました。今度は私たちの
番です。気持ちばかりですが、
お役立ていただければ幸いで
す。支援者の皆様もお身体ご
自愛ください。
NPO法人e子育てセンター 
（広島県安佐南区）

一日も早い復興をお祈りします。 
NPO法人子育てネット
ゆめもくば（広島県東広島市）

親子でふれあう居場所である【ひろば】が、
子ども達とそのご家族の心の支えとなり、たくさんの笑顔
であふれますよう、スタッフの皆様を応援しております。 
広島文教女子大学　常設オープンスペース　
すずらんひろば高陽（広島県広島市）

被災された子育て世代の皆さ
んに一日も早くいつもの暮ら
しと笑顔が戻りますように、
広島より祈っています。そし
て、応援しています。
子育て・サークル応援グループ 
MaMaぽっけ
（広島県広島市安佐南区）

同じ子育て支援を担うものと
して、一日も早い復興を心より
願っております。
下関こども未来創造ネット　
ふくふくこども館 
（山口県下関市）

一人でも多くの子どもたちが笑顔にな
りますように、被災地での子育て支援
がより一層充実したものになりますよ
うに祈っています。応援しています。
おおかわ子育て連絡会ほっとマム
（福岡県大川市）

被災された皆様には心からお見舞い申し上
げます。地域の復興と子どもたち、皆様が
一日も早く安心して穏やかに過ごせますように
心からお祈り申しあげます。
地域ぐるみの子育てをすすめるひだまりの会 
（福岡県福岡市）

少額ですが、何かにお役立て頂けま
したら幸いです！応援しています！！
特定非営利活動法人　
宇美こども子育てネット・う～みん 
（福岡県糟屋郡宇美町）

このたびの震災に遭われた方々に心よ
りお見舞い申し上げます。親子の笑顔
が日常に溢れる日を取り戻せますよう
に祈っております。
ＮＰＯ法人子育てネットワーク
わ・わ・わ（話・和・輪）
（熊本県天草市）

災害に遭われた方々のご無事と
一日も早い復旧をお祈り申し上げます。
ＮＰＯ法人インフィーニティー
（長崎県長崎市）

余震の続く中、不安でいっぱいのこととお察ししま
す。どうぞくれぐれもお体に気を付けてお過ごしく
ださい。より早い復興をお祈り申し上げます。
NPO法人はあとハウス（神奈川県横浜市）

子ども達とそのご家族の心の支えとなりますよう、
スタッフのみなさまを応援しております。
NPO法人はぐっと　
西区地域子育て支援拠点スマイル・ポート
（神奈川県横浜市）

希望を持って共に乗り越えていきましょう。
ずっと皆さんのことを応援していきます。
港北区地域子育て支援拠点どろっぷ
（神奈川県横浜市）

子育て家庭支援活動募金
参加団体 
＆ 

応援メッセージ

お父ちゃん、お母
ちゃん、ガンバ！
大倉山中町会あん
どう+地域のみんな
（神奈川県横浜市）

みなさんが笑顔に
なりますように・・・
たんぽぽ保育園
（神奈川県横浜市）

子育て支援関係者の方々へ少し
でもお役に立てればと、会で話
し合い、寄付させていただきま
した。心から応援しています。
新宿子育てメッセ実行委員会
（東京都新宿区）


