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はじめに

そらいろコアラとは

私たちは、妊娠・出産・育児期家庭への包
括的・長期的な支援によって、誰もが健康で、
安全に、安心して生活できる社会の実現と、
不適切な養育やその連鎖を止めることを目指
すNPO法人です。医師や助産師、看護師、保
育士、弁護士など、医療従事者を多く含む多
職種のチームで、2020年に活動を開始し、3
年度目を迎えています。

団体設立時の構想

団体名にもある「コアラ」には、困ってい
る声をキャッチして、安心・安全な居場所や
支援につなぐ、「ポケット」をつくりたいと
いう思いを込めています。

設立当初は、団体内に医療従事者が多いこ
とを生かし、医療現場と連携した民間の居場
所（「ポケット」）をつくることで、子ども
たちや親御さんに安心・安全な居場所を提供
し、虐待などの不適切な養育とその連鎖を予
防する構想をもっていました。

2020年、コロナ禍での始動

一方、活動開始直後に新型コロナ感染症の
流行が始まりました。外出自粛が広がる中で、
当初考えていた（対面の）居場所づくりも、
再検討が必要になりました。

当時、学校の休校や、保育園の預かり自粛、
ママパパ教室などのイベントの中止など、妊
娠～育児期の子どもたちや家庭がより孤立し
やすく、また外から様子が見えづらくなって
いました。実際、全国各地のにんしんSOSネ
ットワーク相談窓口で十代の妊娠相談が急増
したり、出産後の産後うつや若年者の自殺の
増加が報告されたりなど、若年女性をはじめ
とする妊娠～子育て世代にとって、閉じた空
間にいることのリスクが上がっていることが
分かりました。

そこで、少しでも「助けて」のSOSの声を
拾えるようにと、LINEを用いた妊娠・出産・
子育ての無料の相談窓口「コアLINE」から、
活動を開始しました。

その後、相談対応件数は2021年度で223件
となり、相談対応の中で見えてきたニーズや
課題に対応していく形で、包括的性教育や、
SNSでの性知識発信、栃木県のにんしんSOS
窓口設置の請願運動など、活動の幅を少しず
つ広げています。

2021年、居場所事業の開始とニーズ理解

今年度、栃木県真岡市に拠点を構え、団体
設立当初の構想に近い、子どもたちや妊産婦
さんの居場所「そらいろポケット」事業を開
始しました。特定妊婦や要支援児童をはじめ、
孤立しやすくニーズのある家庭にいかに繋が
れるかがコロナ禍の引き続きの課題である中、
子ども食堂や地域イベントの実施、LINEでの
コミュニケーション、SNSでの周知、行政と
連携した物資提供や自宅訪問の実施など、
目の前の家庭や、市の保健師さん、地域のボ
ランティアさんや民間の支援団体の方々に学
びながら、工夫と模索を続けています。

その他、変化するコロナ禍の課題やニーズ
を把握し支援につなげるために、「外国ルー
ツをもつ家庭のニーズ調査」、ならびに、県
内の多胎児サークルと共同で「多胎児家庭の
ニーズ調査・提言」を行っています。

2022年に向けて

活動3年度目となる2022年度は、真岡地域
における妊娠・育児家庭の孤立、不適切な養
育と、その世代間連鎖の予防を目的とした子
育て支援事業を団体のモデル事業と位置づけ、
行政・民間・医療機関らと連携して、要支援
家庭のニーズに応じた支援を行うことを目指
します。物資提供や子ども食堂、地域イベン
ト等によるアウトリーチを行う中で、真岡地
域の子育てコミュニティづくりにも寄与した
い考えです。

県内全域を対象とする妊産褥支援事業につ
いては、妊娠・出産・子育ての無料LINE相談
窓口「コアLINE」の運営を積極的に継続し、
支援連携ネットワークの充実と、相談員体制
の拡充に努めるとともに、県内での窓口周知
を進めます。

さらに、中長期の活動基盤の安定と認定
NPO法人取得へ向け、サポーター会員の増加
を目指します。

私たちの活動は、日々の活動を担ってくだ
さるスタッフ・ボランティアの皆さん、活動
を物資・資金面から支えてくださる支援者の
皆さん、そして、団体の活動に参加くださる
すべての方に支えられています。今後とも、
お力添えのほど、どうぞよろしくお願いいた
します。

NPO法人そらいろコアラ

共同代表理事 増田卓哉 鳥飼蓬子
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2021年度活動概要／目次

■ はじめに (p.2)

■ 妊娠・出産・子育ての無料LINE相談「コアLINE」(p.4)

• 相談件数: 223件（対面15件）

• 支援連携 : 51件（直接連携7件）

■ 包括的性教育 (p.6)

• 講座実施 : 6回

• SOSの前から繋がるSNS性知識情報発信：9回

■ 子どもの居場所「そらいろポケット」 (p.8)

• 開所日数：37日

• 延べ利用人数 ：116人

■ 妊産婦と赤ちゃんの居場所「そらいろポケット」 (p.9)

• 開所日数：30日

• 延べ利用人数 ：86人

■ 地域子ども食堂「コアラ食堂」 (p.10)

• 実施回数：9回

• 食事提供：165食

■ 食事・物品提供 (p.11)

• 食事提供 ：6回

• 物品提供： 43件

■ ニーズ調査 (p.12)

• 多胎児妊娠・育児家庭のニーズ調査

• 外国にルーツのある家庭のニーズ調査

■ 繋がり継続事業 (p.14)

• 成人祝いの会：実施1回、参加10名

■ 啓発・発信事業 (p.15)

• 講演・講師派遣：9回

• 活動報告「そらいろノート」配信：24回

■ 会計報告 (p.16)

■ 活動に参加して／応援メッセージ (p.17)

■ 助成金のお礼 (p.18)

■ ご支援のお礼 (p.19)

■ ご支援のお願い (裏表紙)
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妊娠・出産・子育ての
無料LINE相談窓口「コアLINE」

・生理不順でも妊娠できるのか心配
・妊娠検査薬は陰性なのに生理がない
・生理不順、生理前の症状がつらい

栃木県：84件

• 栃木市：34件

• 宇都宮市：14件

• 小山市：9件

• 真岡市：8件

• 大田原市：5件

• その他市町：14件

栃木県外/不明：124件

相談件数

221
件

■ 年代* ■ 居住地*

妊娠以前

妊娠不安・葛藤

出産子育て

・避妊なしの性行為があり、妊娠が心配
・コンドームで避妊したが、生理がない
・微熱があり、妊娠しているか心配
・妊娠したが親に話せない／受診が怖い
・妊娠にかかるお金について知りたい

・産休をとれない
・配偶者の支援や理解を得られない
・子どもをかわいいと思えないかもと不安
・コロナワクチンを打ったことの罪悪感
・悪影響と理解していても禁煙できない。

・授乳や離乳食についての相談
・トイレトレーニングについての悩み
・夫に子育てを否定されてつらい
・育児の大変さを理解してもらえない
・反抗期の子どもへの接し方がわからない

5%

23%

20%

50%
妊娠以前

妊娠不安

出産

子育て

その他

*LINE/通話相談のみ集計

12

14

73

59

50

不明

40代

30代

20代

10代

0 50 100

(件)

(1)妊娠・育児のSOSを支援に繋げ、虐待やその連鎖を防止
すること、(2)妊産婦や親の安全・安心な居場所をつくるこ
とを目的に、夜間・休日を含む365日、助産師・医師・保育
士などの多職種チームが、妊娠・出産・子育てに関する相談
に無料でLINEでお答えします。必要に応じて、自治体・医
療機関等との連携や、育児用品の提供等も行います。

• LINE登録者数：446人

• 出張対面相談：4回
（栃木市・小山市・真岡市・ 下野市）

• 相談件数：221件
（うち対面相談15件）

• 支援連携：51件
（うち直接的な連携7件）

コアLINEとは

■ 相談内容（例）
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■ 相談支援からみえてくること

妊娠期間中や子育て中の方からの相談の中
には、「生まれてくる子どもを、愛したり育
てていける自信がない」「子育てに疲れ、手
が出てしまいそうになる」などの切実な声も
あります。私たちは、コアLINEを通じてこう
したSOSの声とより早期に繋がることが、妊
娠・育児期の孤立を防ぎ、虐待を予防するこ
とに繋がると信じて活動しています。

■ 特に10代・20代の若年者からの相談では、
相手のコミュニケーションスタイルや文章の
理解力等にあわせて、時には短文のメッセー
ジのやりとりを何度も続けながら、少しずつ
情報提供や情報収集をしています。妊娠不安
の相談では、付近の医療機関や、受診の方法、
受診した際に伝えることなどの整理を手伝い、
数日後、1週間後、と様子を伺う声かけをしな
がら、孤独や不安に寄り添います。

■ 30代以上の方からの相談も多く、乳幼児へ
の心配事や、出産への不安、思春期の子ども
への接し方など、内容も多岐にわたります。
誰にも相談できずにご自身が体調を崩されて
いるケースもあり、気持ちに寄り添いながら
問題解決のお手伝いをしています。

「1歳○か月の子の遊び食べが酷くて
イライラする。毎日のやりとりにも疲れ

てしまった。（一部要約）」

「集中力の話がとても参考になった」
「心が少し楽になりました」

まずは相談者さんの気持ちを受け止めた上で、
◉遊び食べの行為はこの時期の子どもの成長過
程でよく見られること、 ◉子どもの集中力の観
点から、食事は長くても30分で切り上げてみる
こと、 ◉間食も含め、一日のトータルで食事量
を見るとよいこと、その他◉フォローアップミ
ルクの話などのアドバイスをお伝えし、相談者
さんからは、以下のようなコメントをいただき
ました。

コアLINE相談から、その声や相談員チ
ームの対応を一部ご紹介します

■ 抱える課題 と「孤立」

• 親と不仲 / 親を頼れない

• パートナーの無理解

• 人との交流が苦手

• 精神疾患や発達障害

• 経済的な貧困

• 不登校

• 周囲に相談できる人がいない

• 児童養護施設で話せる大人がいない

• 引っ越したばかりで知人がいない など

■ 支援連携

■ 周知協力

団体SNS等での周知の他、県内の賛同施設に案
内カードやチラシ、ボスター、ステッカー等を設
置いただいたり、市の窓口で直接手渡していただ
く等の周知協力をいただいています。

• 市町窓口、社会福祉協議会

• 児童相談所、自立援助ホーム

• 医療機関、民間支援団体

• 児童家庭支援センター

• ショッピングセンターやカフェなど商業施設

• ほけんプロジェ店舗窓口

• 大学や高校、図書館、保育園 など

相談内容や本人の希望に応じて、支援機関
との連携を行いました（以下例）。

• 市町担当課、児童相談所

• 自立援助ホーム、児童家庭支援センター

• 他の専門相談窓口

• 民間支援団体（フードバンク、育児用品
リサイクルなど）

• 団体内の別事業（物資提供、居場所）

• にんしんＳＯＳとちぎ連携会議

5



包括的性教育

フリースクールおるたの家
では「体のしくみや妊娠のし
くみ、避妊についてなど、学
校の性教育では踏み込まない
ところもしっかり教えてほし
い」と希望を受け、イラスト
や、子宮ちゃんやペニス君な
どの手作りの模型を使ってお
話をしました。

講座実施

6 回

妊娠・出産・子育てのLINE相談窓口「コアLINE」を通じて若年女性を含む妊娠期の方々と話をする
中で、SOSになる前から、性に関する必要な知識をもつこと、そして、困った時の相談先を知ってお
くことが、予期せぬ妊娠や、妊娠期・育児期の孤立を防ぎ、妊娠や生殖を自分の意思で決めるために
必要だとわかりました。相談対応から見える気づきを生かしながら、そらいろコアラだからこそでき
る「包括的性教育」を進めています。

中高生向け

大人向け

2021年度講座実績

7月：ハーヴェストSDGsワークショップ
「“赤ちゃんはどこから来たの?”と聞かれたら…

／子ども自身が自分の身体を守るには」

10月：小山フリースクールおるたの家

「知ってる？性のウソ？ホント？～体のしくみ
ってオモシロイ！誰にも聞けない身体の話～」

11月：栃木市保健福祉センター

「赤ちゃんからの性教育、抱っこのおはなし」

11月：つばさの会
「包括的性教育とは」

11月：下野市緑小学校PTA
「若者をとりまく環境と性教育」

12月：小山工業高等専門学校
「Sexologyを考えよう～避妊、性感染症妊孕性、
人権と多様性～」

❖ 性教育について子どもたちにどう伝えて
いくべきかが分かった。

❖ 積極的に本やYouTubeなどで早いうちか
ら向き合っていこうと思えた。

❖ 性教育に関して、専門の人に直接質問で
きた。

❖ 家でできることも、いくつか情報を得ら
れてとてもよかった。

❖ 完全な避妊はできないので性病の知識や
アフターピルについて知ることができて
よかった。

❖ 言いづらいことを相談できる場所を知れ
たのでよかった。

❖ 性についての知識は何も恥ずかしいこと
ではなく、しっかりと正しい知識をつけ
ておくことは重要だと思った。

参加者さんの声：

この事業は、赤い羽根新型コロナ感染下の福祉活動応援全国キャンペーン居場所を
失った人への緊急活動応援助成金より運営しました。ご支援ありがとうございました。

インターネットやSNSなど、性に関する情
報を得る機会が多い中、学校以外にも、自分
の身体の変化や感情の揺らぎについて考え、
性に対する知識を得る・考える機会が必要で
す。

小山工業高等専門学校での講座では、人権
を基盤とした生殖に関する知識や多様性、コ
ミュニケーション、ネットの使い方などにつ
いて必要な知識・考え方を伝えました。

家庭で担う性教育役割を念頭に、日常の育
児を通してできる性教育について話をしまし
た。

LINE相談からみえる「性知識の不足」や
「周りに相談できる人がいない」などの性の
課題を挙げながら、ＳＲＨＲ（性と生殖に関
する健康と権利）についてや、包括的性教育
を家庭内でどのように行っていくとよいかに
ついて話をし、子ども達が困った時に家庭や
学校が相談できる場として機能できるよう働
きかけを行いました。
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SOSの前から繋がる、
性知識情報発信 SNS OPEN!

LINE相談「コアLINE」の活動の中で感じる、若年世代が正しい性知識を得る機会の足りなさ。
また、予期せぬ妊娠への不安をはじめ、妊娠・出産の「SOS」状態になったときに、相談できる相
手や窓口を自分で探し出して、信頼して打ち明けることの難しさ。その先の孤立。

そうした状況を少しでも予防できるよう、新たにSNSでの性知識発信を開始しました。
若年世代により広くアプローチし、①若年世代に、妊娠・出産のSOSになる前から繋がっていら
れること、②必要な性知識や考え方を発信して、SOSを自ら予防できるようになることを目指し
ています。

情報発信には、Instagramを使用しました。数ある
SNSの中でも「画像で情報を発信する」という機能が
特徴で、私たちが性知識を発信するうえで、若年世代
に伝わりやすいと考えたためです。また、2020年時
点で10~20代の60%前後がInstagramを使用してお
り1、国内のMAU(月間アクティブユーザー数)が
3,300万人を越える若者のユーザー数の多さが決め手
となり運用を開始しました。

1:2020年総務省情報通信白書、2019年6月7日Meta
発表

Instagramを利用！

学生・若者インターン生との共同制作！

栃木県主催、NPO法人とちぎユースサポーターズネッ
トワークが運営協力する「とちぎ地域づくりインターンシ
ップ」の一環として、大学生や社会人10名の方々とコン
テンツ制作を行いました。

若い・SNSを使い慣れた方々の、柔軟なアイデアや創作
力。「まずは『自分を責めないで』と伝えたい」 「男性
向けの性知識発信は、1枚目から結論がある方がいい！」
「カップルに話し合いの場を設けるきっかけにしたい」な
ど、ユーザー目線の具体的なアイデアも多く挙げられまし
た。

Instagramでは画像で目を引くアイキャッチが重要な
為、ユーザーと同年代のインターンのメンバーの感性を活
かしコンテンツ制作を行っています。

掲載内容に誤りなどのないよう、そらいろコアラの医療
専門職のメンバーが主に監修を行っています。

制作メンバー募集中！

性知識情報発信を、一緒に進めてくださる仲間をを募集しています。
年齢や経験は問いません。ご興味のある方は、団体メール、または
InstagramのDMまでお問い合わせください。

Instagramのフォロー、拡散、コメントも歓迎です！
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子どもの居場所
「そらいろポケット」

開所日数

37 日

延べ利用人数

116
人

• 専門職チーム（栄養士・保育
士・助産師など。2022年度か
らは社会福祉士さんも加
入！）

• 子どもも親も、別々でも一緒
でも、安らげる居場所に

• 自治体・医療機関と連携
（目標）

■ コアラの特色

＜2021年度の状況、成果等＞

本年度は、7月より計37回、平日・週末に
居場所を開所。77人が居場所を利用し、39人
がプチイベントに参加しました。ここでは、
代表的な利用事例・エピソードを紹介します。

<活動にあたっての思いと経緯>

子どもたちが、安心して過ごせる「ポケッ
ト」をつくりたい ―― そらいろコアラ設立の
原点ともいえる居場所づくりを、2021年7月、
栃木県真岡地区で開始しました。

当初は、地域の医療機関と連携することで
見守りが有用な子どもたちを受け入れていく
構想をもっていましたが、新型コロナ対応に
伴う医療機関の負担増等もあり、今年度は、
地域の方々へも呼びかけながら、地域でのイ
ベントや、団体SNS、チラシ・ポスター等の
広報によって、直接育児家庭への活動周知を
行いました。

年度後半には真岡市子ども家庭課の保健師
さんとも連携をとりながら、子どもたちを受
け入れています。特に、2021年12月から始め
た困窮家庭への物資提供や、毎月実施の親・
子イベント「そらいろKID’Sクラブ」等の追加
の活動から居場所利用へつながるケースもあ
り、新年度からは居場所開所日の増加やスタ
ッフの補強をする予定です。

この事業は、WAM助成(社会福祉振興助成事業)より運営しました。ご支援ありがとうございました。

子どもたちが安心して過ごせる「ポケット」をつくりたい、
という思いから生まれた栃木県真岡市の居場所。孤立しや
すく周囲の支援を得にくい妊娠期・子育て期の家庭や児童
を対象に、個々の家庭のニーズに応じた居場所づくりや物
品提供、訪問型相談等を行っています。自治体や民間団体
等と連携して家庭を見守り、社会支援の前向きな利用も促
しています。子ども食堂や地域の親子向けイベントの実施
を通して活動の周知に努め、アウトリーチでの対象者の発
見や、地域の子育てコミュニティ形成にも寄与しています。

そらいろポケットとは

子ども個人を見る前に、その保護者を含め家族全体で見なければ、必要な関わり方が分からない
のではないかと感じています。もちろん、対面する子ども個人の特性や感情などに寄り添い、見守
っていくことがとても重要との思いがあります。エンパワーメント、その子の持つ素晴らしい力を
信じ、ただただ安心できる、尊重される、そんな居場所があるよと、子どもたち、親御さんには思
ってほしいです。

（青木宏統、保育士）

子育て中のKさんから、深夜に長文のLINE
メッセージ。子どもの発達のことや家庭の
ことなど悩みや不安いっぱいの内容。まず
は居場所に案内してお話を伺い、今度はお
子さんM君にも居場所を利用してもらうこ
とに。これをきっかけに、Kさん・M君一家
との交流がはじまる。

…

はじめは、スマホやゲーム機を手に持ちな
がら居場所で遊んでいたM君。「一緒にト
ランプしよう！」「外で鬼ごっこしよ
う！」「おなかが減ったね、おやつ作ろ
う！」と促されながら体験や大人との関わ
りが増える中で、今では、まったく携帯ゲ
ーム機が必要なく、「今日は何する？●●
やりたい！」と、積極的にリクエストをし
ています。

8



妊産婦さんと赤ちゃんの居
場所「そらいろポケット」

開所日数

30 日

延べ利用人数

86 人

• 助産師・看護師さんなどの多職種・
専門職チームが対応し、抱っこの方
法などもアドバイス

• 誰でも来られる、無料で「ほっと安
らげる」場所

• 出産前から、生まれた後まで、長期
に継続的に見守れる場所

■ コアラの特色

＜2021年度の状況、成果等＞

本年度は、7月より計30回居場所を開所し、
のべ86人が居場所を利用しました。

7月のプレ・オープンイベント等の場で居場
所の案内カードを配布した他、8月には真岡市
長との面談の場でそらいろポケット事業につ
いて説明し、母子手帳配布時に妊婦さん全員
に、団体の案内カードを配付くださることに
（現在も継続中）。ここでは、代表的な利用
事例・エピソードを紹介します。

<活動にあたっての思いと経緯>

令和2年度の全国の児童虐待相談対応件数は
20.5万件と過去最多となり、心中以外の虐待
死例の約半数は０歳児でした。虐待死事例に
は、予期しない妊娠や貧困、養育者の精神疾
患や抑うつ状態等の傾向がみられ、育児に困
難を抱えやすい背景をもつ女性が周囲から孤
立し、必要な支援に繋がっていない可能性が
示唆されています。さらに、長期化するコロ
ナ禍に「産後うつ」のリスクが増加している
とする調査（筑波大学など）も複数あり、虐
待とその世代間連鎖を防ぐためには、妊娠前
からの切れ目のない支援と、アウトリーチに
よる孤立予防がよりいっそう必要となってい
ます。

7月に開所した、妊産婦さんと赤ちゃんの居
場所「そらいろポケット」も、当初は、地域
の医療機関と連携することで、特定妊婦・要
支援妊婦など出産後も継続的な見守りが有用
な妊産婦さんとつながり、居場所を提供しよ
うとしていました。しかし、新型コロナ感染
症拡大の影響等で、2021年度は当初の想定よ
りも小規模での実施となりました。

妊産婦さんが「ほっと一息、安らぎの時間
を過ごせる」ことを目指して居場所の環境を
整え、来所時には、助産師や看護師スタッフ
が相談対応や、母子の様子の見守り、育児物
品サポート・だっこの教室等を行いました。

乳児を含む2児と母。イベントをきっかけ
に居場所に来訪。助産師・看護師スタッフ
による育児相談や、母乳・だっこ方法に関
するアドバイスをとても喜んでいただき、
LINEでお礼のメッセージ。その後継続的に
居場所を利用。

市の保健師さんに直接「つらい」と電話
をした妊産婦Aさん。市の紹介でそらいろ
ポケットへ。乳児とともに来訪し、食事を
しながら、居場所の助産師・看護師スタッ
フらと話をしながら、赤ちゃんと遊んです
ごす。その後も継続して利用希望があり、
毎週来訪。利用を継続するうちに母親に笑
顔がみられ、Aさん自身もお子さんと遊ぶ
ように。

「当時は育児が相当つらかった。居場所
に通う時間が、自分も子どもも楽しみにな
って、家の時間も余裕をもって子どもと向
き合えるようになりました（Aさん）」

この事業は、WAM助成(社会福祉振興助成事業)より運営しました。ご支援ありがとうございました。

子育て中のお母さん、心がもやもやしたら、
居場所にお子さんと遊びに来ませんか？
お子さんの遊ぶ姿を見ながら、ほっと一息
おしゃべりティータイム そんな時間が自
然に笑顔にしてくれますよ♪

（糸井桂子、助産師）
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地域子ども食堂
「コアラ食堂」

食事提供

165 食

実施回数

9回

＜21年度の状況、成果等＞

今年度は、計9回の実施の中で、約50家庭
に対して、のべ165食の栄養満点の食事を提
供しました。子ども食堂の利用をきっかけに、
妊産婦さんの居場所利用へ繋がるケースや、
「おむつがほしい」など具体的なSOSを団体
に寄せてくださるようになったご家庭、
「家族で食卓を囲んであたたかな食事をし、
幸せな時間を過ごせた」との嬉しい感想をく
ださるご家庭もありました。

クリスマスやハロウィン、子どもの日など、
季節ごとのイベントも食堂の食事に取り入れ、
栄養も満点。乳幼児向けの食事や、食の偏り
が大きな子など、それぞれのニーズに合わせ
た食事提供にも工夫をしています。

また、地元の方々や農業協同組合の方々が、
新鮮な野菜や果物、パンなどを寄付くださり、
提供できる食事もさらに美味しいものに。あ
りがたいことに、この半年で地域の方多々と
の交流も少しずつ広がっています。

月1回と少ない頻度ではありますが、コアラ
食堂の利用、をひとつの家庭内での恒例行事
や楽しみにしてくださっている家庭もあり、
来年度も継続予定です。

<食堂オープンの思いと経緯>

そらいろコアラでは、真岡地区での「地域
で子育て」の活動を構想する中で、地元の管
理栄養士、櫃間さんをリーダーに、地域に開
かれた子ども食堂の構想が進みました。

そして2021年夏、栃木県真岡地区で初とな
る、2つの「子ども食堂」がオープンしました。
ひとつが地元のレストラン「そらまめ食堂」
さんの食堂、もうひとつが、そらいろコアラ
の「コアラ食堂」です

県内の新型コロナ感染症の感染状況もみな
がら、事前予約制・完全テイクアウト形式、
宅食併用、時間を分けての複数回の実施など
工夫をしつつ、月1回の開催を継続しています。

事前予約は真岡事業統一の公式LINEアカウ
ントで受付け、団体の他の活動の垣根も一緒
に低くし、必要な家庭に必要な支援をつなげ
やすくする役割も担っています。

この事業は、「くらしと生協」子どもの未来アクション応援助成より運営しました。
ご支援ありがとうございました。

• 管理栄養士監修の、栄養満点・お
いしい食事

• 無料！(高校生以上で任意の寄付）

• 居場所や物資提供など、他支援と
も連携し、支援の窓口的役割をも
つ

何を「食べるか」、何を「習慣」にする
かで、体は変わります。食事と身体、心、
生活習慣とのつながりについて、基本の
大切さを強く感じているところです。

幼少期から食に関心を持つことで、生涯
にわたって健康な体と元気な心を保つ、
「食歴」(食の歴史:何を選んで食べて行く
のか)を築く一助になれば幸いです。

（櫃間晃子、管理栄養士）

■ コアラ食堂の特色
「地域で子育て」の実現に向け、2021年7月より、

月1回の子ども食堂をオープンしました！
地域の管理栄養士さんを筆頭に、多くのボランティア
さん・スタッフさんと、おいしい野菜・果物・お米等
のご寄付、民間の助成金おかげで運営しています。

コロナ対応もあり食数の制限はあるものの、孤食の
解消や、妊娠・子育て家庭の孤立の予防、食育による
健全な育ちのサポート、また、居場所や物資提供など
団体の行う他支援の利用のきっかけづくりに寄与して
います。
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食事・物品提供

• 助産師等の専門職スタッフが訪問し、
物資提供と一緒に訪問相談も行う

• 妊娠・育児用品など、ニーズに併せて
柔軟に提供

• 市の保健師訪問同行など、自治体と連携

■ コアラの特色

＜2021年度の状況、成果等＞

本年度は、12月より計20回、助産師や保育
士のスタッフが自宅に訪問して物資提供を行
いました。ここでは、代表的なエピソードを
紹介します。

2022年度以降もさらに活動を強化し、民間
団体や医療機関、地域住民等との子育て支援
連携を進めることで、行政も巻き込んだ地域
の子育てネットワークの構築を目指します。

<活動にあたっての思いと経緯>

コロナの影響や言語のバリア等で、居場所
での活動には繋がりにくい家庭への対応とし
て開始した物資提供事業は、開始4か月で、自
治体との支援連携の起点として機能しました。

支援対象には、困窮・孤立した妊娠期・育
児期の家庭や、外国ルーツの家庭で乳幼児を
抱える家庭が複数含まれています。今回の短
期間での支援の広がりからは、自治体が提供
できる支援に限界がある中で、これまでは他
の社会資源を活用できずに埋もれていた家庭
があったことが示唆されます。

提供物資は、食料や日用品の他、お子さん
の月齢等に応じたミルクやおむつ、生理用品
や避妊具など、対象家庭に応じて多岐にわた
ります。特にミルクやおむつなどの育児用品
は、県内のフードバンク等でも寄付が集まり
にくく、ニーズが高いことが分かりました。
2022年度からは「こどものフードバンク」と
題し、コアラでも寄付を募って必要な家庭に
届ける活動を開始しています。

新型コロナ感染拡大を受けて、支援を必
要とする家庭との繋がりが持てずに模索す
る中で、行政との連携のキッカケになれば
との思いで物資提供を始めました。

私たちNPOが物資提供＋自宅訪問で市民
目線で家庭に寄り添うスタイルが、行政の
ニーズともマッチしやすく、また、支援家
庭の心境や行動変容にも繋がっていると感
じております。 （青木宏統、保育士）

出産直後よりコアラに繋がった、外国ルーツ
の家庭。出産後の経済的支援が必要とわかり、
まずは、ミルクとオムツの提供から開始。

はじめは警戒していた様子の親御さんも、ご
自宅に伺って何度か物資を手渡す中で、「あり
がとう、たすかる」と片言の日本語での交流が
はじまった。

この事業は、WAM助成(社会福祉振興助成事業)より運営しました。
また、来年度も公益財団法人 太陽生命厚生財団の助成(新型コロナウイルスに

関する事業助成)より継続できる見込みです。ご支援ありがとうございます。

ミルクのSOSから繋がった家庭。自宅訪問を
続けていると、家に不登校の児童がいることが
わかる。お菓子や食べ物の話題でその児童とも
交流をはじめ、親御さんとも相談しながら、子
どもの居場所「そらいろポケット」に案内した
り、子ども食堂のお弁当を受取りにきたりと、
少しずつ関係を持ち始めている。

コロナ禍で、ニーズのある家庭とつながるきっ
かけとなった物資提供事業。年末以降は、市内の
新型コロナ感染症拡大を受け、コロナ感染もしく
は隔離要請等により困難の生じた妊娠・育児家庭
への食料やおむつ・ミルクなどの臨時提供も行い
ました。
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■ テーマ
• 栃木県の多胎児家庭の、妊娠期・育児期にお

けるニーズを理解する
• 多胎児家庭も利用しやすい育児支援を考え、

育児負担を減らす仕組みを作る

■ 手法
• 全国事例の文献調査

• 外部団体ヒアリング

• 県内多胎児家庭へのウェブ調査（n=59）

• 深堀インタビュー（5件、7名）

• 県内多胎ピアサークル間の連携・情報共有会

• 円卓会議 （※2022年5月実施）

多胎児妊娠・育児家庭のニーズ調査

日本の分娩件数の約1%を占める多胎児は、単胎児に比べて追加の医療的
ケアが必要になりやすいことに加え、同時に２人以上を出産・育児をする
ことに伴う養育者の身体的・精神的・経済的な負担が課題です。多胎児を
抱えての外出の困難や情報不足から、地域社会からも物理的・社会的・精
神的に孤立しやすく、多胎育児家庭の虐待死は単胎育児家庭と比べて 2.5
～4.0 倍高いといわれています。一方、栃木県内での多胎児家庭へ特化し
た支援は限定的であり、ファミサポ（子育て援助活動支援事業）などの既
存の育児支援は多胎児家庭のニーズに沿っていないケースもあります。そ
こで、栃木県内で活動する多胎サークル、さくらんぼ小山会さん、ふたご
@鹿沼と合同で、多胎児家庭のニーズ調査を行いました。

■ 主催：
• NPO法人そらいろコアラ、
• 多胎サークルさくらんぼ小山会、
• ふたご＠鹿沼

■ 協力（順不同、敬称略）
• 県内多胎児妊娠・育児中家庭（有志）
• 栃木県・市町母子保健担当課
• 獨協医科大学病院、自治医科大学附属病院
• 栃木県助産師会
• 民間支援団体（NPO法人子育てほっとねっと他）
• 全国多胎ネット・県外多胎サークル
• ZSアソシエイツ

本調査は、とちぎゆめ基金「持続可能な地域づくり・SDGｓ助成」により運営しました。
ご支援ありがとうございました。

▲フルレポートはこちら

■ 調査結果（一部抜粋）

• 多胎児妊娠期間中は情報不足とそれに伴う準
備不足が課題
- 多胎児育児書が少ない、県内で使える支

援や必要な手続きについて情報が得られ
ないまま、何等かの異常で管理入院へ

• 多胎児出産後は、人手不足と外出・移動の困
難が、特に大きな課題
- 多胎児出産後は、95%以上の家庭が、

外出・移動の困難を課題にあげる
- 家族以外のサポートがない状態で育児を

行った家庭が3割を占める

• 多胎児家庭への支援として、以下が求められる
- 市町は国の予算を活用した多胎児支援の拡充

（検診時のサポートの導入や一時預かり、保育
園の優先、産後ケアの割引など）

- 医療機関は入院期間中の、産前・産後の心身の
体調管理や育児プランに関する情報提供、

- ピアサークルは、県内の支援や情報の一元化や、
多胎サークルの拡充、自治体が多胎支援事業を
検討する場合の助言・サポート

来年度は、さくらんぼ小山会が主導
して、県内で使用可能な支援や情報
の一元化や、県内の多胎ピアサポー
トの拡充を行う予定
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外国にルーツのある家庭のニーズ調査

2021年10月より真岡市で外国にルーツのある家庭の貧困の調査を行っています。「子どもの貧
困」は重要な社会問題として認知され政策として様々な取り組みが始まっていますが、日本に住む
外国ルーツの子どもや家庭については、支援がまだ十分とは言えません。私たちはそのような問題
を理解し援につなげることを目指しています。

■ 手法 ■ 共同実施団体

• 文献調査
• 外部支援団体ヒアリング
• 当事者インタビュー

• 真岡市
• とちぎコミュニティ基金

「子どもSUNSUNプロジェクト」

＜子どもの貧困とは＞

現在日本では、7人に1人の子どもが貧困状態
にあるといわれています。

この日本における「子どもの貧困」とは「相対
的貧困」のことを指します。相対的貧困とは、そ
の国の等価可処分所得の中央値の半分に満たない
世帯のことを指し、子どもの貧困とは相対的貧困
にある18歳未満の子どもの存在及び生活状況の
ことを指します。

こういった子どもたちは、毎日の衣食住に事欠
く「絶対的貧困」とは異なりますが、経済的困窮
を背景に教育や体験の機会に乏しく、地域や社会
から孤立し、様々な面で不利な状況に置かれてし
まう傾向にあります1。また、貧困が世代間を連
鎖するリスクも指摘されています2。

＜在留外国人や外国人の子どもの現状＞

外国人に関する以下の統計からも明らかなよう
に、日本に住む外国人や子どもの数は増加傾向に
あり、その存在感は年々増加していくと見込まれ
ます。

＜外国につながる子どもの貧困＞

日本における外国ルーツのある家庭や子ど
もたちは増加傾向にある一方、「日本国民で
はない」という特殊性のために、日本社会の
中での位置づけや、その生活実態の把握は、
十分に実施されてきませんでした3。首都圏等
の複数の自治体で行われた調査では、外国人
世帯も日本人の貧困家庭と同様に、非正規雇
用やひとり親家庭、ワーキング・プア等の課
題に起因する経済的困窮、生活体験の乏しさ、
社会的つながりの希薄さなどの課題を抱えて
おり、外国人世帯の方がより困窮状態におか
れている可能性が高いことが示唆されていま
す3,4。

＜調査の経緯とこれまでの考察＞

2021年10月より、とちぎコミュニティ基金
「子どもSUNSUNプロジェクト」参画事業と
して、真岡市における調査を開始しました。

調査フィールドとして、県内でも人口に占
める外国人比率が最も高い真岡市（4.29% 
2020年12月）を選びました。

我々が2021年より開始した物資提供事業も、
支援家庭のおよそ半数が外国ルーツの家庭で
あったため、当該家庭のうち賛同いただけた
家庭を対象に、インタビュー調査を行いまし
た。

いずれも深刻な困窮下にあり、ミルクやオ
ムツすら買えないケースもありました。特に
在留資格に関する問題によって非就労、保険
未加入など、子育てを行う上で基盤のサービ
スが受けられない、あるいは支援の存在を知
らないために支援を受けていないというケー
スも、複数見られました。

今後も更に調査を深め、ニーズの把握と支
援の在り方を考え、民間の立場から本質的な
支援を実施してきます。

※1 日本財団. “子どもの貧困対策”.日本財
団..https://www.nippon-
foundation.or.jp/what/projects/ending_child_poverty.20
22/2/28.
※2 令和3年子供の生活状況調査の分析 報告書（内閣府）
※3 山野則子編著（2019）.『子どもの貧困調査ー子どもの生
活に関する実態調査から見えてきたものー』.明石書店
※4 山本直子（2021）.外国につながる子供の貧困.Working 
Paper Series Vol.17.東京都立大学 子ども・若者貧困研究セ
ンター

在留外国人数

288万人（5年で81万人増加）

＜在留外国人統計より＞

外国人生徒数

12万人（総生徒数の約1%）

＜学校基本調査より＞

外国につながる新生児数

1.8万人（総新生児数の約4.1%）

＜人口動態調査より＞
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繋がり継続事業
成人お祝い会

そらいろコアラの母体ともいえる非営利団体
サバイバルネット・ライフの時代から関わって
きたK君が、ついに成人。子育て家庭にやさし
いカフェsalt coffee serviceをお借りして、お
祝い会を開きました。

現地2名と、オンラインでのハイブリット形
式で。

お祝いはもちろん、参加したそれぞれのメン
バーの近況報告や、社会に出てからの悩みなど、
一緒に話せる仲間たちとたくさん語らいました。

また5年後も10年後、それぞれの立場は変わ
っても、子どもたちと繋がっていれたらと思い
ます。Kくんにも、素敵な20代を過ごしてほし
いです！成人おめでとう！

実施

1 回

参加

10 名

14

当時のボランティアの一人は、赤ちゃ
んと一緒に参加。時間の流れを感じると
ともに、みんなの変わらない様子や人柄
に、良い出会いができた自分の20代を思
い出し、感謝でいっぱいになりました。

K君は、社会人として働く上での悩みを
集まったメンバーに打ち明け、それを聞
いたそれぞれが、自身の経験から言葉を
かけていました。その様子は、当時中学
生と大学生だった10年前を思い出させま
した。

サプライズケーキの登場に喜び、二人
でホールケーキをペロリ。帰りの車の中
では、心が落ち着いたと何度も話してい
ました。また5年後も10年後も、それぞ
れの立場は変わっても、変わらぬ関係で
伴走したい。（T.M）



啓発・発信事業

講演実施

9 回

メルマガ配信

24 回

講演・発信実績 活動報告「そらいろノート」

その他メディア掲載・取材

▪ Beyond ミーティング#31
「十代に届く、性知識の発信とは」
（2021年4月21日）

▪ 小山市市民活動センター「おやま～る」
「ワタシにとってのSDGsを見つける
地域×SDGsゼミin小山」
(2021年6月27日)

▪ 令和3年度 栃木県家庭教育・子育て支援関係
者広域ネットワーク研修会
「妊娠や出産、育児の周りにある全ての『困
った』を受けとめるためにー事例検討」
（2021年7月14日）

▪ 栃木県立佐野高等学校「地域社会課題研究」
シンポジウム（ 2021年6月10日）

▪ 宇都宮短期大学「社会福祉管理運営」講座
（2021年6月10日）

▪ 令和3年度 男女共同参画に関する市民企画講
座（2022年1月29日）

▪ 令和３年度にんしんSOSとちぎ連携会議
「実践報告 NPO法人そらいろコアラにおけ
る相談支援活動について」
（2021年2月25日）

▪ 「こどもたちに、笑顔の毎日を」活動報告
（2022年3月19日）

▪ 「知ってるようで知らなかった 海外につなが
る子ども支援の基本の「き」」調査報告
（2022年3月20日）

この他、包括的性教育関連の講演一覧は、
p.6を参照

▪ メルマガ配信：24回
▪ 登録者数：120（3月末時点）

▪ 読売新聞「女子高生を少年院送致 妊娠相談
できず犯行 孤立させない態勢急務」
（2021年4月14日付）

▪ 全国社会福祉協議会 ボランティア情報８月号

▪ Web総合地域メディア「あしかもメディア」
（2021年8月26日）

▪ 読売新聞「予期せぬ妊娠相談窓口 県設置へ」
（2021年9月17日付）

▪ 下野新聞「多胎児の大変さ 理解を 妊娠・育
児中の支援ニーズ調査」
（2021年10月18日付）

▪ もおかの人と人をつなぐ情報誌「コラボ！」
10月号

▪ ミヤラジ「みんながけっぷちラジオ」
（2021年12月21日）

▪ ミヤラジ「ミヤラジ福祉番組「ハートプログ
ラム」」（2021年12月23日）

▪ 真岡新聞「コロナ感染者等家庭支援 そらいろ
コアラ」 （2022年2月11日付）

▪ とちぎ男女共同参画推進情報誌「パルティ」
vol.153（2022年3月）

登録はこちらから▶
登録無料！
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会計報告

Ⅰ経常収益

1 受取会費
正会員受取会費 55,000 

サポーター会員受取会費 171,345 

団体サポーター会員受取会費 40,000 

2 受取寄附金
受取寄附金 667,396 

3 事業収益
助成金収入 5,760,894 

セミナー等謝礼金 205,270 

4 その他収益
受取利息 8,828 

未収金 165,522 

経常収益計 7,074,255 

Ⅱ経常費用
1 事業費

(人件費)
給料手当 1,272,592 

講師謝金 203,000 

ボランティア謝金 450,300 

人件費計 1,925,892 

(その他経費)
イベント費 9,800 

印刷経費 151,580 

会議費 44,936 

学習支援費 8,908 

研修費 38,500 

雑費 10,337 

支払手数料 21,227 

事務用消耗品費 1,320 

車両燃料費 66,120 

消耗品費 1,244,043 

諸謝金 20,500 

水道光熱費 54,200 

地代家賃 450,000 

賃借料 17,567 

通勤費補助 93,300 

通信運搬費 95,301 

旅費交通費 180,349 

保険料 5,850 

その他経費計 2,513,838 

事業費計 4,439,730 

2 管理費
(人件費)

給料手当 20,000 

人件費計 20,000 

(その他経費)
消耗品費 770 

振込手数料 305 

その他経費計 1,075 

管理費計 21,075 

経常費用計 4,460,805 

当期経常増減額 2,613,450 

経理区分振替額 0 

当期正味財産増減額 2,613,450 

前期繰越正味財産額 2,558,433 

次期繰越正味財産額 5,171,883 

※今年度はその他の事業を実施していません。

(2021年4月1日～ 2022年3月31日)
(単位：円）
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齋藤真理 小児科医、そらいろコアラ理事

私の人生には、常に、困難なときは励まし達成すれば一緒に祝う相手がいました
が、長く働く間に、それが当たり前でないことに気付きました。嬉しい発見を伝え
ているのに応じてもらえない子、おむつがパンパンに湿っているのに取り換えても
らえない子、家族仲が悪くて安心できる場所がない子、そして、その子どもたちの
親も同じような体験をしていたこと、うまくできない自分を歯がゆく思っている
こと。今、そらいろコアラが、こういった子どもや親の困難を支えていることに、
頼もしさを感じるばかりです。

職場で深く関わり過ぎて、困った親子の生活圏に顔を出せずにいますが、いつも、
そらいろコアラの支援が続くように応援しております。

応援メッセージ

人見（石田）峰洋 農家

子ども達に遺すに値する未来とは何だろうか？自分が父親になってはじめて
そのことを考えました。その視点から自分の周りや世の中を見ると、たくさんの問
題や課題があるように思えました。気候危機のような大きな問題も私が直接的に関
わっている農業とつながっている。子どもや子育てに関わる問題も同じです。自分
が直接関わっていないように思えても、それに無自覚であったり、看過してしまえ
ば、子ども達やその子ども達の生きる社会はどうなるでしょうか。

仰々しい物言いになってしまいましたが、私にできることは僅かでも、何か
ポジティブな変化が起きるかもしれない。自分の立場で、身の回りからできる
ことを考え、可能であれば実践していきたいと思っています。

私たちの活動は、ボランティアや
スタッフさん、サポーターの
皆さんに支えられています

木佐美祥 産婦人科医

日本では、望まない妊娠や、月経困難症、妊孕性などへの誤った認識
が根強く残っています。究極的には日本の性教育を変えなければ、と考
えますが、まず目の前の悩める人々を少しでも助けるところから始めた
いと思い、アドバイザーとして参加しています。

日々の相談を拝見すると、顔が見えないからこそ、できる相談もある
のだと実感します。これからも可能な限りお手伝いしたいと思います。

櫃間晃子 管理栄養士

何を食べるかで、体はかわります (^^♪おいしく食べて、いっぱい
体を動かして、元気に育ってくださいね♡

子ども食堂からいつも子育て家庭を応援してます。

17

畑山美也子 看護師

人のお世話は好き、でも、人のお世話にはなりたくない。そんな私でしたが、
仕事に育児にと多くの人に助けられ見守られ、今があります。

現在、コアラの食事支援のお手伝いをしています。料理が上手なわけでもなく、
レパートリーが多いわけでもありません。向こう側に見える笑顔、食べてくれる人
のことを思い浮かべながら、食育を意識しつつ、楽しく料理作りをしています。医
療現場での気づきを地域へ繋げること、子どもを取り巻く多くの問題から子どもを
守り、健全な成長へと見守り寄り添う、子どもの居場所づくりを目指すコアラの活
動に、今後も関わっていきたいと思います。
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助成金のお礼

■独立行政法人福祉医療機構

令和３年度 社会福祉振興助成事業

■社会福祉法人中央共同募金会

「赤い羽根新型コロナ感染下の福祉活動応援全国
キャンペーン 居場所を失った人への緊急活動応援助成」

■社会福祉法人中央共同募金会

「赤い羽根 新型コロナ感染下の福祉活動応援

全国キャンペーン with コロナ 草の根応援助成」

■日本生活協同組合連合会

「子どもの貧困支援活動応援助成」

■公益財団法人太陽生命厚生財団

「新型コロナウイルスに関する事業助成」

■とちぎコミュニティ基金

「がんばろう栃木！コロナ支え合い基金」

■とちぎゆめ基金
「みんなで作る持続可能な地域づくり・ＳＤＧｓ助成」

■とちぎコミュニティ基金／花王・ハートポケット倶楽部

「花王・ハートポケット倶楽部地域助成」

■とちぎコミュニティ基金

「子どもSUNSUNプロジェクト助成金」

■パルシステム茨城 栃木

「くらし活動助成基金」

2021年度の活動を、助成金で支えていただきました

ありがとうございます

2021年4月1日から2022年3月31日までに助成金のご支援をいただいた団体を、
掲載させていただきます。(順不同、敬称略)
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会員・寄付・物品応援のお礼

2021年4月1日から2022年3月31日までにご支援
いただいた方を掲載させていただきます。
(順不同、敬称略)

■正会員

会沢紀子 新井宏基 飯塚梓 池田聖奈 沖本舞

加々美太輔 齋藤真理 鈴木開道 髙橋昭彦

仲村久代 潘睿 八木澤明美 谷田部典子

山崎雅人 増田卓哉 鳥飼蓬子

■マンスリーサポーター会員

村山恵子 小檜山歩 森桜子 杉本真都 大村崇寛

林志修 須賀慶子 浜崎やよい 濱野将行

■サポーター会員

株式会社キット 一般社団法人えんがお

青木宏統 江副 一花 熊谷律子 小島崇史

高松真里 中垣喜博 藤井厚一郎 匿名(１名)

■寄付

国際ソロプチミスト宇都宮

株式会社中川工業 中川美佐子

安士陽子 末永純平 塩澤達俊 浜崎やよい

毛利香織 増田卓哉 匿名(７名)

■ 物品応援
Salt coffee service フードバンクうつのみや

フードバンクもおか 洋菓子のしばの

JAはが野（青壮年部 真岡支部、二宮支部）

広田果樹園 きくち果菜園 めぐりや

（株）オオタヤ 株式会社キット （株）壮関

（株）ヨークベニマル 髙橋ファーム

こども食堂サポートセンター・とちぎ

宇都宮生協 真岡市社会福祉協議会

全国農業協同組合連合会

フリースクールおるたの家

株式会社ファーストリテイリング
（TsunAが～るproduced by 若草プロジェクト）

ちいさな八百屋 おとなりさん ひげたすみれ

久保順子 畑山美也 小出紀子 瀬田昌也
三村愛 菊地由美子 八木弘美 鈴木開道

櫃間晃子 伊藤美南子 匿名(８名)

ご支援ありがとうございます！
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年会費：一口 3,000円～、マンスリーサポーター： 月500円～

私たちの活動は、継続的なご支援に支えられています。

ぜひ会員となってお力をお貸しください。

http://syncable.biz/associate/Sorairo-koala/

ご支援のお願い

サポーター会員

活動資金の寄付

クレジットカードによる寄付

銀行振込での寄付

住信SBIネット銀行

法人第一支店106 普通 1526784

トクヒ）ソライロコアラ

物品の寄付

生理用品、育児用品や食品、日用品などのご寄付もありがたく受付けています。
送付先は団体までお問い合せください。

物品例：
食料品、紙おむつ、おしりふき、除菌シート、粉ミルク、ベビーフード、お菓子類、
生理用品、衣類、書籍、玩具、文房具、調理器具、使い捨て食品容器、台所用品

ボランティア・スタッフさん募集

一緒に活動してくださる仲間を募集しています。
団体までお問い合わせください。

サポート例：
LINE相談員、居場所スタッフ、調理スタッフ、親子イベントスタッフ、
事務局スタッフ（会計・渉外・広報）、性知識発信SNS管理 他多数！

お問い合わせ：NPO法人そらいろコアラ

✉ sora.iro.koala.npo@gmail.com

☎ 090-3697-2532

私たちの活動は、継続的なご支援に支えられています。

http://syncable.biz/associate/Sorairo-koala/
mailto:sora.iro.koala.npo@gmail.com

