
名前：吉田 秀人 （八代市）          

役職 ： くまもと学びサポート代表 

主な活動実績 

「子育てサークル等研修・連

携事業  ※」の実行委員として

研修会開催に尽力している。

また、「くまもと子育て応援

の店・企業推進事業  ※」の座

談会メンバーや「子育てポジ
ティブキャンペーン  ※」のイ

クメン養成講座を務める。             

             ※熊本県子ども未来課事業   



名前：吉川 ヒロエ （人吉市）          

役職 ： 東京CAIスクール 

     人吉高見台個人指導塾塾長   

主な活動実績 

「地域の学習教室 ※」の学習 

支援員として、ひとり親家庭

で不登校気味の子どもの学習
支援に尽力した。また、経済

的な理由で通塾が困難な子ど

もに対し、長期にわたりきめ
細かな支援を行った。  

                          ※熊本県子ども家庭福祉課事業 



名前：杉本 崇 （水俣市）          

役職 ： くまもと「親の学び」プログラム 

   トレーナー 
 

主な活動実績 

各地区懇談会で「親の学び」

講座を計画 ・実施し、プログ

ラムの普及啓発に尽力した。

また、保育所や学童クラブで、

親子の絆を深めることを目的

に、継続的な親子自然体験活

動を実施している。 



名前：井 浩子 （阿蘇市） 

役職：阿蘇市家庭教育支援 

   コーディネーター 

主な活動実績 

阿蘇市の「親の学び」講座

の拡大に努めるとともに、

指導者の養成に貢献してい

る。また、広報誌「だんら

ん」の発行による啓発や家

庭訪問による相談活動を行 

っている。 



名前：原田 祐作 （宇城市） 

 役職：くまもと「親の学び」プログラム 

           トレーナー 
 

主な活動実績 

宇城市の「親の学び」講座

の拡大に努めるとともに、

「宇城市の子育てを考える
会」では、就学前の子ども

をもつ保護者間の情報交換

を行うなど、育児講座を企
画・運営して家庭教育の重

要性を啓発している。                               

                  



 

名前：内田 早苗 （菊陽町） 

役職 ： 菊陽町学校支援コーディネーター 

 

主な活動実績 

菊陽中学校区を中心に、地域

の人材を活用したサマースク 

ールや写生大会での絵画指導

など３年間で８６事業を企画

した。また、町の施設を活用

して、農業体験等の親子ふれ

あい活動を多数支援している。 



名前：佐々木 理美子 （菊陽町）          

役職 ： 菊陽町学校支援コーディネーター  

主な活動実績 

平成２０年度に菊陽西小学校で

始まった学校支援を、３年間で

町内全小中学校に拡大した。親
子体験活動や「地域の寺子屋推

進事業 ※」では大学生のボラン

ティアチームによる活動を企画
するなど、支援の工夫を図る。 

                 ※熊本県社会教育課事業 



名前：倉岡 巧 （南小国町）          

役職：南小国町学校教育 

   ・人権教育指導員 

主な活動実績 

平成２２年に在日外国人の保

護者のための日本語教室「こ

とばのまなびや」を開設。

「親子で一緒に本が読めた」

「親子一緒に宿題ができた」

等、親子のコミュニケーショ

ンや絆づくりに貢献している。 



名前：日吉 亜由美 （嘉島町）          

役職 ： 熊本県PTA連合会副会長 

主な活動実績 

県ＰＴＡ連や郡ＰＴＡ連の活

動に加え、自身もトレーナー

として活動している経験を基

に県の「親の学び」プログラ

ム検証委員を務めるなど、本

プログラムの基盤整備・改善

に尽力している。 



名前：林田 興文 （益城町）          

役職 ： 益城町地域教育コーディネーター 

主な活動実績 

「益城町家庭教育支援ネット

ワーク会議 ※」を立ち上げ、

講演会を開催している。また、

町の家庭教育の方針を取りま

とめ、その要点を簡潔なポス

ターやチラシにして周知する

など、啓発にも尽力している。 

        ※熊本県社会教育課事業 



団体名：子育て支援センター 

    イルカクラブ （熊本市） 

代表者 ： 理事長 佐土原 博嗣  

主な活動実績 

「愛としつけ－子どもを育む

キャンペーン ※」に登録し、 

就学前の子どもと保護者が一

緒に参加する「親の学び」講

座を毎月定期に開催。また、

広報誌による情報発信や子育

て相談等に取り組んでいる。        

         ※熊本県社会教育課事業 

http://yaplog.jp/hot-iruka/image/466
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団体名：NPO法人 教育支援プロジェクト 

     ・マスターズ熊本 （熊本市）          

代表者 ： 理事長 石井 憲子  

主な活動実績 

平成１９年に設立。子育ての

悩みや課題を語り合う「子育

てトークの会」を毎月開催し

ている。また、熊本市と協働

して「家庭教育地域リーダー

養成講座  ※」を開催し、人材

の養成に取り組んでいる。 

        ※熊本市生涯学習推進課事業 



団体名：カトリック手取教会 

    学習教室  (熊本市) 

代表者 ： 代表 城川 由美 

主な活動実績 

｢地域の学習教室 ※｣を教会内

に開設し、ひとり親家庭の子

どもたちの居場所づくりと学

習支援に取り組んでいる。ま

た、その保護者への、子育て

に関する相談活動にも取り組

んでいる。 

      ※熊本県子ども家庭福祉課事業 



団体名：八代市ＰＴＡ連絡協議会 

          （八代市）    

代表者 ： 会長 徳本 喜一郎 
 

主な活動実績 

家庭・学校・地域の連携をキ 

ーワードに、研究大会をはじ

め、親子スポーツ大会や各単

位ＰＴＡ学校訪問等を３５年

以上継続して実施している。

また、市内３９校が連携して

「みんなで愛さつの日」に取

り組んでいる。 



団体名：NPO法人人吉球磨 

    陽だまりの会 （人吉市） 

代表者 ： 会長 井手 桂子  
 

主な活動実績 

子育て中の保護者への交流・

情報交換の場の提供や、子育

て支援のための保育サポータ 

ーやボランティア養成講座の

開催を通じて、地域の家庭教

育支援の推進に尽力している。 



団体名：荒尾市PTA連合会 

        (荒尾市) 

代表者 ： 会長 渡邉 賢 

主な活動実績 

現代的課題や会員のニーズに

沿ったテーマで長年研修会を

開催している。本年度は、荒

尾市教育委員会と連携して、

「ケータイ・スマホ５つのル 

ール」を制定し、啓発チラシ

を市内全小中学生に配付した｡ 



団体名：玉名市立大浜小学校 

                 （玉名市）    

代表者 ： 校長 濵地 幸 
 

主な活動実績 

家庭の行事や出来事を、親子

で、絵や写真と作文にする

｢あったか家族コンクール ※｣

に、毎年、学校全体で応募。

その取組をとおして、「家庭

の日」の啓発と健全で明るい

家庭づくりを目指している。   

       ※熊本県くらしの安全推進課事業 



団体名：NPO法人子育てネットワーク 

      わ・わ・わ（話・和・輪） (天草市)        

代表者 ： 会長 澤田 福美  
 

主な活動実績 

平成１９年から活動を開始し、

子育て支援者のためのネット

ワークづくりに取り組んでい

る。また、子育て講座の実施

や相談窓口の開設、情報誌や

ホームページによる情報発信

を行っている。 



団体名：山鹿市立鶴城中学校区 

    青尐年育成会議 （山鹿市） 

代表者 ： 会長 大瀨 克彦  

主な活動実績 

「早寝、あいさつ、朝ごは

ん」を合言葉に、基本的生

活習慣の定着に向け、校区

全体で健全育成に取り組む。

本年度は「明るい元気なあ

いさつを大人から」「家庭

での朝一番のあいさつを大

切に」を実践している。 



団体名：菊池郡市退職校長会 

        (菊池郡市)         

代表者 ： 会長 堀野 誠也  

 
主な活動実績 

校長経験を活かし、学校と連

携して、ひとり親家庭の子ど

もたちの居場所づくりと学習

習慣の定着を目的に「地域の

学習教室 ※」を開設している。

また、サマースクールや面接

指導、花苗の提供などの学校

支援を行っている。 

      ※熊本県子ども家庭福祉課事業 



団体名：阿蘇ＰＴＡ連合会 

      （阿蘇郡市）          

代表者 ： 会長 内藤 雄二  

主な活動実績 

平成１７年度から「くまもと
教育の日」阿蘇フォーラムを、
「地域とともにある学校づく
り」を柱に開催している。ま
た、「くまもと家庭教育支援
条例」をテーマにした郡市Ｐ
ＴＡや単位ＰＴＡの新聞づく
りに取り組んでいる。 



 被表彰者の皆様  

 受賞おめでとうございました。 

 本県及び各地域の家庭教育の御支援を 

 今後ともよろしくお願いします。 


