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No.3 子ども健全育成

ほけんたいいくせ
いかつしえんかつ
どうたんぽぽのか
い

保健体育生活支援活動たんぽぽの会 紺野まち子 紺野まち子 085-0038 釧路市花園町2-15 0154-22-0438
mfmk.0101@ez
web.ne.jp

教育委員会スポーツ課よりインストラクター3名が正しい体の動かし方を
教えてくださいます。また自然環境の中で野外で活動もします。ひとり
暮らしの方が友達を見つけて生活に明るさを見つけ心身が健康でいられ
る事を望んでいます。

28名 800円

No.54 子ども健全育成
くしろしおもちゃ
らいぶらりー

釧路市おもちゃライブラリー
運営委員会

平間　育子 林　道子 085-0834 釧路市弥生2丁目1番33号 0154-25-7567 0154-25-7567 
おもちゃライブラリー常設開館・ふれあい遊びの実践・子育て相談・オ
モチャの貸出し等

17名

No.59 子ども健全育成 くしろしょうねん 釧路少年少女発明クラブ 渡邊 政之 渡邊 政之 085-0011 釧路市旭町15-9 0154-22-0177 0154-22-0177 非公開
少年少女が本来持っている創造性をできるだけ発揮させるよう、楽しみ
ながら自由に各種の制作や加工を行い、その成果や作品については一般
に公開する場を設ける。

25名 有

No.67 子ども健全育成 くしろぼーど 釧路ボードゲームクラブ 内田 雅子 内田 雅子 非公開 非公開 080-5576-1743 0154-41-6857

marumaru197
5@hotmail.co
m

電気を使わないゲームで親子で友達同士で楽しく遊ぶ会です。初心者、
お子さん連れ大歓迎です。字がまだ読めなくても遊べるゲームもありま
すので遊びに来て下さい。ルール説明してくれるﾒﾝﾊﾞｰ募集。

2名

No.80 子ども健全育成
えぬぴーおーほう
じんえとせとら

NPO法人 エトセトラ／
親守詩実行委員会

山本　真吾 山本　真吾 非公開 非公開 非公開 非公開
schingo@eva.h
i-ho.ne.jp

「学校の先生が開く親子土曜教室」「教師力向上セミナー」の開催や地
域のお祭り、イベントなどに参加しています。　「まちづくり教育・観
光立国教育」を推進し社会に貢献することを目的とした団体です。

10名

No.84 子ども健全育成
まどころけんきゅ
うじょ 間所研究所 間所　邦子 間所　邦子 非公開 非公開 090-9758-9652 非公開

kuniko-
madokoro59@
ezweb.ne.jp

勉強会、講演会等、イベントの開催悩み相談 10名 500/回 間所通信

No.114 子ども健全育成
ぼーいすかうとく
しろだい１１だん ボーイスカウト釧路第１１団 中村　洋二 米原　健秀 085-0054 非公開 0154-25-0333 0154-25-0333 キャンピング、野外活動、赤い羽根等の共同募金活動 40名

入会金/6,000
円

年会費/12,000
12回発行

No.162 子ども健全育成
すくーるさぽーと
ねっとわーく スクールさぽーとネットワーク 大島　静代 大島　静代 085-0805 釧路市桜ヶ岡７-39-16 0154-32-4080 0154-32-4089

sukusapo946@
yahoo.co.jp

月曜日～金曜日　フリースペースプログラム
パソコン・教科学習・スポーツ・絵画・音楽等
カウンセリングプログラム
個別相談→メール・電話・面接

10名 利用料 8,000円

No.204 子ども健全育成
くしろかいよう
しょうねんだん 釧路海洋少年団 由喜門　三千彦 山神　洋 085-0845

釧路市港町1番18号
釧路機船漁業協同組合内

0154-43-3411 0154-43-3422

http://blogs.y
ahoo.co.jp/kus
hirodan/

基本動作・手旗信号・ロープワーク・カッター・ヨット・カヌー 22名 5,000円/年

No.205 子ども健全育成
くしろこども
みゅーじかるきっ
ずろけっと

釧路子どもミュージカル
キッズロケット

金安　潤子 金安　潤子 085-0011 釧路市旭町１９－１７ 0154-22-7806 0154-24-5889
picapicajunjun
@gmail.com

子どもミュージカルを通じての子どもの健全育成並びに地域文化向上へ
の寄与

２５名 5,000円/月

No.269 子ども健全育成
くしろしとくべつ
ほどういんかい 釧路市特別補導員会 板　明子 非公開 非公開 非公開 非公開 子どもたちへの声かけ及び補導 60名

No.337 子ども健全育成
ほっかいどうきょ
ういくぶんかけん
きゅうじょ

北海道教育文化研究所 笠井　龍司 池田　政昭 非公開 非公開 非公開 非公開 教育関連 8名

No.422 子ども健全育成
くしろいーすとべ
あーずひぐまのか
い

釧路イーストベアーズ 羆の会 寺村　信輔 寺村　信輔 085-0816 釧路市貝塚3-2-53 0154-41-9532 少年野球の父親の会であり、子供達をサポートし社会貢献活動を行う 12名

No.502

男女共同参
画・
子ども健全
育成

れもんのかい れもんの会 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開
kitanolemon@
gmail.com

性教育の勉強会、性教育講座、性ジェンダーに関するイベント企画 2名
2,000～
3,000円

No.512
子どもの健
全育成
まちづくり

くしろのきょう
いくをかんがえ
るかい

釧路の教育を考える会 非公開 高木　亨 非公開 非公開 非公開 非公開
toru49@gmail.
com

釧路を中心とした教育のあり方の研究・提言・発表 20名 年2,000円 なし

No.517
子どもの健
全育成

くしろじゅにあ
おーけすとら

一般財団法人 釧路市民文化振興財団
釧路ジュニアオーケストラ

桜井　敬一 非公開 非公開 非公開 非公開 子ども育成、音楽活動、演奏 20名 月1000円

No.523
子ども健全育
成・
男女共同参画

くしろふとうこ
うのことくらす
おやのかいくる
む

くしろ不登校の子と暮らす親の会
くるむ

非公開 しまえ 非公開 非公開 非公開
kurumu.kushir
o@gmail.com

不登校の子を持つ保護者や、経験者の意見交換の場所づくりや勉強会等 2人

No.524
子どもの健
全育成

せいをともにま
なびかたりあう
かいくしろこど
もたちをちいき
ではぐくみぷろ
じぇくと

性をともに学び語り合う会＠くしろ
～子どもたちを地域で育みプロジェク
ト

秋田　麻耶子 秋田　麻耶子 非公開 非公開 非公開 非公開

・学びの場
①釧路の学校における性教育の実態調査・情報発信
 ②生理を好きになるための啓発活動
・語り合う場
①子どもの性教育について困りごとや、こうなったらいいな！希望や夢
を語ることができるミニ座談会
②性教育の絵本読み聞かせ会（ママから我が子への手紙つき）

2人
tsunagu

年2回

釧路市民活動センターわっと登録団体 子ども健全育成 2022 年 11 月 15 日 現在
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