
No地域 市町 活動母体等（応募時の申告） 現在の活動母体 氏　名 備考

1 和木町 和木町主任児童委員 和木町民生委員児童委員協議会 末岡　和子 県民運動推進会議委員

2 岩国市 錦町親と子のつどい世話役 親業を学ぶ会 村中　紋子

3 岩国市
岩国市地域活動連絡協議会　周東
支部

岩国市地域活動連絡協議会（母親クラブ）
周東支部

有馬　直子

4 岩国市
こころみの会、絵本の読み聞かせ
と季節と行事を楽しむ会シュシュ

こころみの会、絵本の読み聞かせと季節と
行事を楽しむ会シュシュ

松田　洋子 県民運動推進会議委員

5 岩国市 岩国市放課後子どもプラン委員会
絵本の読み聞かせと季節と行事を楽しむ会
シュシュ

八木　かおり

6 岩国市 ひがし母親クラブ ひがし母親クラブ 河本　かおる

7 柳井市 柳井市主任児童委員 子育てネットワーク柳井 重岩　良恵

8 柳井市 柳井市主任児童委員
柳井市母子保健推進協議会、柳井市民生委員児
童委員協議会、こそだてネットワーク柳井

三戸　純子 県民運動推進会議委員

9 柳井市 柳井市主任児童委員 子育てネットワーク柳井 吉光　智恵

10 周防大島町 ひまわり児童クラブ 長尾　清香

11 平生町 平生町母子保健推進員 平生町母子保健推進協議会 山本　智津子

12 下松市
下松更生保護女性会のんびりサー
クル

下松市更生保護女性会 河村　雅子

13 下松市 高橋　眞弓

14 光市
地域活動連絡協議会(島田母親ク
ラブ)

島田母親クラブ 林　美佳

15 光市
地域活動連絡協議会(島田母親ク
ラブ)

島田母親クラブ 米村　朋子

16 周南市 周南市民生委員児童委員 小原　博美

17 周南市 周南市家庭教育推進協議会
周南市家庭教育支援チーム（すくすくサ
ポーター）

田村　美由紀

18 周南市
子育てサークル（ピヨピヨクラ
ブ）会員

多胎児育児サークル　ピヨピヨクラブ 金山　明美

19 周南市
子育てサークル（ピヨピヨクラ
ブ）代表

平石　啓子

20 周南市 やまぐちネットワークエコー
（一社）ガールスカウト山口県連盟（山口県第
３団）、やまぐちネットワークエコー、須々万
母親クラブ、須々万子ども会連合会等

國廣　真由美 県民運動推進会議副会長

21 周南市
子育て支援学級ぴりりクラブ、周南市
須々万地区民生委員児童委員協議会、
主任児童委員

周南市民生委員児童委員協議会（須々万地区主
任児童委員）、子育て支援ぴりりクラブ 秋重　美津子

22 周南市 周南市周南母親クラブ連絡協議会 松原　洋子

23 周南市
こども家庭支援センター「ぽけっ
と」

こども家庭支援センター「ぽけっと」 大嶋　美智子

24 周南市 菊川地区子ども会育成連絡協議会 菊川地区子ども会育成連絡協議会 長岡　耕三

25 防府市 防府市民生委員児童委員 防府市民生委員児童委員 林　　 秀子 県民運動推進会議委員

26 防府市 エコー防府 エコー防府 斉藤　清子

27 防府市 エコー防府
エコー防府、陽だまりネット防府、おはな
しでんしゃ

三戸　隆子

28 防府市 防府市右田母親クラブ連絡協議会
右田青少協、防府市女性団体連絡協議会、
家庭教育相談員

門田 美和子

29 防府市 おはなしでんしゃ
防府市母子保健推進協議会、陽だまりねっと・防府、
さぽーとねっと、子育てサロン「うづら」 石川　純子

30 防府市
防府市ファミリーサポートセン
ター

防府市ファミリーサポートセンター 大田　教子
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31 山口市 山口市家庭教育相談員
山口市主任児童委員、山口市教育委員会教育家庭相談員、健
康生がい作りアドバイザー、ネットの樹 村上　靖子

32 山口市
山口県児童センター母親クラブ代
表

山口県児童センター母親クラブ 大窪　寿子

33 山口市 山口市家庭教育相談員 ネットの樹、母親クラブ、ひびき少年塾 池田　喜久代

34 山口市 山口市民生委員児童委員 小鯖民生委員児童委員協議会 米本　律子

35 山口市
ほっとさろん西門前てとてとセン
ター長

オープンハウス童楽、やまぐち子育て支援ネッ
トワークhussyh、すこやか育ち隊

井出崎小百合

36 山口市
山口ファミリーサポートセンター
会員

ファイリーサポートセンター 藤原　博子

37 山口市 くすの木母親クラブ会員 くすのき母親クラブ 小嶋　千鶴 県民運動推進会議委員

38 山口市 山口市母子保健推進員
山口市母子保健推進協議会（母子保健推進
員）

小田　恭子

39 山口市 やまぐちネットワークエコー会員 ネットの樹 高木　チエ子

40 山口市 美和西小学校放課後児童教室 松原　和恵

41 山口市
阿東母子寡婦福祉会会長
母親クラブあすなろ会　代表

阿東支部母子寡婦福祉会、母親クラブ、徳
佐児童クラブ

谷岡　冨美枝

42 山口市 NPO法人あっと NPO法人あっと 杉山　美羽

43 宇部市 宇部市民生委員児童委員
宇部市民生委員児童委員協議会（恩田地
区）

高志保　徳子

44 宇部市 宇部市民生委員児童委員 宇部市民生児童委員協議会 田村　節子

45 宇部市 宇部市母子保健推進協議会会長
宇部市母子保健推進協議会、宇部市食生活
改善推進協議会

渡辺　順子

46 宇部市 NPO法人うべ★子ども２１理事長 NPO法人うべ☆子ども２１ 長谷　世志子

47 宇部市 USOM代表 新村　法子

48 山陽小野田市
地域活動おのだＴ.Ｃ（母親クラ
ブ）代表

地域活動おのだＴ・Ｃ、ＵＳＯＭ 森下　栄美子 県民運動推進会議委員

49 山陽小野田市
なし（療育を支援しているピアノ
講師）

音楽で元気創造サークル 山本　眞理子

50 山陽小野田市 USOM ＵＳＯＭ 横山　勇美 県民運動推進会議委員

51 美祢市 美祢市主任児童委員
美祢市少子化対策協議会、美祢市食生活改
善推進協議会、学童わくわく教室

加納　光江 県民運動推進会議委員

52 美祢市 美祢市母子保健推進協議会 阿武　恵子

53 下関市
下関家庭教育研究会ハーモニー会
員

下関家庭教育研究会ハーモニー 澤下　裕子

54 下関市
下関家庭教育研究会ハーモニー会
員

杉尾　綾乃

55 下関市
育児ボランティアほほえみ、子育
て支援センター聖母園

聖母園、育児ボランティアほほえみ、祖父
母の子育て研究会（東亜大）

池田　順子 県民運動推進会議委員

56 下関市 しものせき未来人ネットワーク 子育て支援団体　ナチュラルパーティー 岡本　かなえ

57 下関市 下関市地域活動連絡協議会
ゆたか児童館母親クラブ、下関市地域活動
（母親クラブ）連絡協議会、下関市子育て
支援ネットワークちゃいるどねっと

金子　睦美

58 下関市
ゆたか児童館母親クラブ、あかね
会（おはなしの会）

加茂野眞理枝

59 下関市 子育て交流サロンのはら
下関市子育て支援ネットワーク“ちゃいる
どねっと”、子育て交流サロンのはら

川野　都

60 下関市 下関市母子保健推進協議会 下関市保健推進協議会（保健推進委員） 清水　由美子

61 下関市 豊北町母親クラブ連絡協議会
豊北町母親クラブ連絡協議会、ちゃいるど
ねっと

末永　弥生

62 下関市 育児ボランティアほほえみ
下関市子育て支援ネットワークちゃいるど
ねっと、育児ボランティアほほえみ、祖父
母の子育て支援研究会

松原　玲子

63 下関市 下関市食生活改善推進協議会
下関市食生活改善推進協議会、下関市子育
て支援ネットワークちゃいるどねっと

家根内　清美

64 長門市
ＮＰＯ法人長門大津おやこ劇場代
表

岩藤　睦子 県民運動推進会議委員

65 長門市 長門市主任児童委員 岩本　美枝

66 長門市 山本　里美

67 萩市 萩輝きスクール職員 みち草舎 西中　浪江

68 萩市 萩輝きスクール職員
萩子どもセンター、萩市立児童館、みち草
舎

藤村　哲人

69 萩市 萩子どもセンター会員 萩子どもセンター 白上　由紀江

70 萩市 フリースクールみち草舎 萩輝きスクール、みち草舎 金子　真弓

71 萩市 フリースクールみち草舎 萩輝きスクール、みち草舎 山根　代志子 県民運動推進会議委員
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