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 ◎全国大会、研修講座開催～全国里親会◎  

全国里親会では 10 月に下記の活動を行います。

また 7 月に始まった新事業「里親なんでも相談室」

も引き続き実施中です。 

2日 中日こども新聞取材掲載 里親制度紹介 

4日 里親の日アピール 

1１日 マンスリー10月号発行 

16・17日第66回全国里親大会（福岡市大会） 

28日～29日 会長会議＆研修会（参議院議員会館） 

29日 里親制度研修講座（参議院議員会館・講堂） 

  
 

 

 

。 

 

 

 

 

 

 

 

 

厚生労働省シンポジウムの開催 

 現役里親や有識者の他に、SHELLYさん（ポスタ

ーの女性タレント）が登壇するシンポジウムを開催。 

【日時】令和３年10月23日（土）14:00～16:30 

【開催方法】オンライン  

【申し込み】下記サイトから 締切10月15日 

https://que.digital.asahi.com/question/1100

5808?cid=np211001 

 

広告PR 

・朝日新聞の10月１日朝刊一面広告掲載。 

 

 

 

 

・テレビ朝日（関東ローカル）で10月にスポットCM。 

・「朝日新聞デジタル」のLINE公式アカウントから   

広告を配信。 

・LINEのトーク画面上部やLINE NEWS等に広告 

・Google等のネット広告から特設サイトへ誘導 

リーフレット（厚労省ＨＰより） 

 

 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/

bunya/0000098650.html 

    

特設サイト 

https://globe.asahi.com/globe/extra/satooyano

wa/index.html 

    

１０月4日は里親の日。10月の里親月間に行われているさまざまな活動をご紹介します。 

 

  

SATOOYAGEKKANN 
 

 

里親なんでも相談室のご案内 

養育のことなど自由に下記へご相談下さい。 

全国各地の里親相談員でケア＆エール‼ 

でんわ  070-1262-6584  

(月)～(金)10時～16時 

メール  soudan@zensato.or.jp  
（24時間受付） 

 ポ
ス
タ
ー
（
厚
労
省
Ｈ
Ｐ
よ
り
） 

 

 

令和3年度 

  第3回全国里親制度研修講座開催 
期日：10月29日金曜日 12：00受付～17：00 

会場：参議院議員会館・講堂（ハイブリッド形式） 

・行政説明：厚生労働省こども家庭局 

・基調講演：『社会的養育の里親制度と教育&福祉』 

   講師：参議院議員 小児科専門医 自見はなこ氏 

・シンポジウム：なべおさみ氏吉本興業･コメデイアン･俳優 

草間 吉夫氏宮城誠真短期大学特任教授 

             京川  舞氏  元里子さん INAC神戸 

京川   誠氏 茨城県里親会・専門里親 

 

 

https://que.digital.asahi.com/question/11005808?cid=np211001
https://que.digital.asahi.com/question/11005808?cid=np211001
https://globe.asahi.com/globe/extra/satooyanowa/index.html
https://globe.asahi.com/globe/extra/satooyanowa/index.html
https://1.bp.blogspot.com/-2fD6kCU59R8/XwMZa3LaACI/AAAAAAABZ4g/LDurCFkq7oIYSfnuunjOeMuo3xWZHXhwACNcBGAsYHQ/s1600/family_shopping_bag_eco.png
mailto:soudan@zensato.or.jp
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全国里親会ではフォスタリングマークの入っ

たグッズの販売を行っています。購入ご希望の

方は、全国里親会事務局までご連絡ください。 

フォスタリングマーク 

    
 

★★★★ 購 入 方 法 ★★★★ 

下記を記入のうえ、全里のメルアドまで。 

㋐お名前 ㋑送り先ご住所 ㋒お電話番号 

㋓希望商品と個数 

送信先 全国里親会 info@zensato.or.jp 

★★★ グッズ ★★★ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

マーク入りクリアファイル 

       500円（10枚入り） 

 

 

 

フォスタリングマーク入りＴシャツ 

Ｓ～ＬＬサイズ 3,000円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★★フォスタリングマーク以外のグッズ★★ 

養育里親研修テキスト 1000円 

養育指針ハンドブック 

600円  

全国里親会バッジ 

500円 

 

の ぼ り 2 種 類
（No.17･15 全10本） 

については、 

全国里親会事務局まで 

お問合せください。 

 

 

フォスタリンググッズご案内 

 

 

フォスタリング 

バッジ 500円 

 

 

マーク入りボールペン 

250円 

 
マーク入り 

バッグ1,500円 

 

 

 

 

 

 

マーク入りハンドタオル5枚セット2500円 

 

ボールペン２５０円 

mailto:info@zensato.or.jp
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◎里親月間（10月）～各地の活動ご紹介◎  

全国各地の里親月間の活動をお聞きしました。お

忙しい中、お答えいただきありがとうございました。 

※総ての地域を掲載しているわけではありません 

※９月３０日現在の情報です 

 

●北海道（釧路地区） 
10月3日（日）里親リクルートフォーラム  

場所・根室市総合文化会館 

10月16日（土）里親リクルートフォーラム 

場所・釧路市山花温泉リフレ 

10月24日（日）里親リクルートフォーラム  

場所・中標津町トーヨーグランドホテル 

 

●青森県 
10月 バス広告での里親制度普及啓発活動 

里親制度のパンフレットを県内産婦人科等に配布

各フォスタリング機関による取り組み 

11月 新聞広報で普及啓発、関係機関へパンフ等配  

布ホームページ上での里親制度の周知（年間） 

 

●岩手県  
10月 里親制度啓発キャンペーン 普及啓発チラシを商

業施設等で配布 

10月31日 県里親会長表彰式典 

 

●埼玉県 
9月27日～2週間パネル展示チラシ配布場所深谷市役所  

10月1日～10月29日 場所 本庄市役所 

10月1日～10月31日 場所 日高市役所 

10月 本庄市広報誌10月号「里親制度」紹介記事 

10月頃～ 本庄市HPで里親制度紹介記事  

10月 上里町広報誌10月号「里親制度」紹介記事 

10月 日高市広報誌10月号「里親制度」紹介記事 

10月 里親会広報誌を施設・児相・市町村配付 

10月9日～10月10日 啓発イベント  

場所 ららぽーと新三郷 

10月16日 啓発イベント 場所 伊奈ウニクス 

10月18日ミニ相談会 場所ウエルカフェ上尾本郷大谷

10月19日 相談会 場所 上尾市役所  

10月20日 ミニ相談会 場所 ウエルカフェ草加 

10月21日 相談会 場所 桶川市役所  

10月25日 テレビ埼玉、フラワーラジオ鴻巣で番組 

10月27日オンライン説明会  

10月･11月バス広告東武バス（上尾・草加・八潮・吉川・三郷エ 

10月 サイネージ広告吉川市役所  

10月 チラシ・ポスター掲示 上尾市内等  

10月 医療機関ポスター掲示 桶川市内  

10月 ボランティア通信へ記事掲載 八潮市社協 

10月 ポスター掲示・啓発動画配信 ウエルシア薬局 

10月 NPO法人キーアセットHPよる啓発  

https://keyassetssaitama.jp/  

10月 ＳＮＳ等による広報 Twitter、LINE、Google    

ディスプレイ・リスティング広告  

10 月 9 日里親入門講座 場所志木市立いろは遊学館 10

月30日 里親入門講座 場所 戸田市役所 

10月 県広報紙で里親制度紹介 

10月～ ポスター掲示 県内関係機関 通年里親入門講

座動画埼玉県HP 

通年ポスター掲示埼玉県庁廊下こども安全課前 

 

●神奈川県 
11月13日 自己肯定感ワークショップ（対象 里親・

里子・児相職員） 場所 小田原合同庁舎 

●千葉県 
10月9日 千葉県里親大会オンライン開催 

10月2日～3日 千葉テレビ里親制度啓発番組出演 

10月 ラッピングバスの運行 

11月 里親制度説明会 各児童相談所開催 

 

●川崎市 
オレンジリボン運動参加  

チラシ作成。子育てフェスタや川崎フロンターレの試合会

場などで配布予定 

 

●長野県 
10月4日里親カフェ（制度説明会） 場所 長野市 

10月3日 里親さんを知る日（里親説明会） 

場所 松本市イオンモール 

10月11日・25日 里親制度説明会  

場所 諏訪市・伊那市 

10月25日 里親説明会 場所 伊那市イナッセ 

10月1日・8日・15日・22日・29日 

里親制度紹介 FMラジオ佐久平 

11月7日 第61回長野県里親大会・研修会 

場所 長野県飯田合同庁舎 

 

●名古屋市 
10月30日 里親普及啓発イベント 

11月20日里親制度説明会＆里親の体験談を聞く会 

●群馬県 
10月4日 ＯＮＥ ＬＯＶＥキャンペーン  

場所 高崎駅ペデストリアンデッキ 

●石川県 
10月2日 Oneloveふれあいゴミ拾いウォーク  

場所 金沢市内 

10月2日 里親サロン会(金沢地区)  

10月15日 オンラインサロン会 

10月23日 里親サロン会(能登地区)  

11月6日 里親サロン会(金沢地区)  

11月14日 子育て支援メッセいしかわ2021 

   

 

https://keyassetssaitama.jp/ 
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https://event.arunke.biz/kosodate-2021/ 

11月15日・19日 オンラインサロン会 

 

●兵庫県 
10月30日里親会講演会（オンライン）対象 里親 

 

●神戸市 
市の広報誌10月号へ里親月間イベント紹介 

10月7日～13日花時計ギャラリーでの広報  

10月 啓発チラシ配布  

市内ファミリーマート約170箇所、ダイエー1  

箇所にて里親制度啓発チラシを配布 

10月 毎週1回 ラジオ関西で里親制度の解説 

11月中旬 里親家庭日帰りバス旅行  

11月4日～7日 パネル展とチャリティバザー  

場所 デュオこうべ「デュオぎゃらりー」 

11月13日 季節里親・週末里親の募集と説明会 

場所 神戸市総合福祉センター 

11月20日 養子を育てたい人のための講座 

場所 宝塚市立男女共同参画センター 

11月～3月（予定） 交通広告を用いた啓発 

 

●奈良県 
10月4日 里親啓発チラシ街頭配布  里親会作成の  

里親啓発チラシとグッズ(マスクを)配布 

11月 啓発チラシ街頭配布 場所 奈良市内主要駅 

奈良県オレンジリボンキャンペーン参加 

11月「なら・ヒューマンフェスタ」にてパネル展示  

場所 県内イオンモール 

●岡山県 
9月12日 研修会（会場＆オンライン）  

対象 里親・行政・支援員等  

11月3日 交歓会 対象 里親家庭 

 

●山口県 
9月3日～10月1日 里親会Tシャツの斡旋 

      里親募集説明会開催 

10月1日 赤い羽根共同募金協力里親募集案内 

 

●島根県 
10月 広報パネル展示、リーフレット、チラシ配布 

場所 県内16箇所の図書館等 

11月 広報パネル展示 ショッピングモール 

10月～11月里親制度説明会・体験発表 里親交流会 

●徳島県 
10月9日~29日・11月15日~30日 パネル展示 

10月中 市町村広報誌掲載 

 

●高知県 
9月30日～10月29日 パネル展示  

場所 いの町役場、高知市オーテピア 

10月中 横断幕 児相外壁、One Loveキャンペーン 

11月1日～11月30日  

オレンジリボンキャンペーン 

SNSイベント 県内にある親子が遊べるステ   

キな場所や心に残る親子の思い出の場所を

SNSで募集 

27日は講演会の開催 

 

●北九州市 
10月13日 里親向け講座 場所 ウェルとばた 

10月13日（予定）ONE LOVEキャンペーンチラシ   

配布 JR小倉駅、戸畑駅周辺 

10月中 10/1号市政だよりや「子育てマップ北九州」

HPにて、里親制度や里親月間の紹介 

 

●長崎県 
10 月 23 日 里親研修会（ZOOM） 対象 里親・

FH・児童福祉関係職員等  

10月8日・22日・28日 出前講座(各市町)  

10月   ポスター・チラシ・パンフレット・幟の  

設置場所 駅、官公庁内、公民館等 

10月4日 相談ブースを設け、担当職員在駐 

10月   里親制度の啓発動画配信里親支援機関HP   

投稿 

10～12月 ポスター・チラシ 場所 県内コンビニ 

10月 FM長崎にて里親制度や出前講座の紹介 

10月県HP・県広報誌・県内市町里親月間記事の掲載 

 

●熊本県 
10月23日里親スキルアップ研修 ・対象 市内里親 

11月6日 子どもからのSOSをつなげよう  

対象県里親他  

11月14 特養さろん「いちごの会」対象 縁組家庭 

10月号「宇城市制便り」にて里親さん特集記事 

●鹿児島県 
9月18日TV県政番組里親制度紹介里親制度説明会  

10月1日 場所 SSプラザ川内  

10月10日・15日 場所 国分公民館 

10月27日・30日 場所 姶良公民館 

10月25日 里親研修大会 対象 里親・関係機関    

 


