
CAPワークショップ実施実績（2000.11～2018.3）

茨城県義務教育課 放課後こども教室（吉田小学校）
茨城県教育委員会（財）茨城県教育財団・茨城県女性プラザ 放課後こども教室（吉沢小学校）
茨城県市町村保健師連絡協議会　 放課後こども教室（酒門小学校）
県水戸地方福祉事務所 放課後こども教室（梅が丘小学校）
いはらき思春期保健協会 放課後こども教室（吉田小学校・千波小学校）

茨城県女性のつばさ連絡会　県北ブロック 放課後こども教室（桜川地区）

日本助産婦会茨城県支部 放課後こども教室（見和・見川地区）

社会福祉法人　茨城県社会福祉協議会 放課後こども教室（吉田地区）
茨城県女性相談センター 学童指導員　青少年育成協会助成（三の丸）

水戸市社会福祉協議会 水戸ブロック保育協議会

水戸市教育委員会生涯学習課 児童養護施設　こどもの里

水戸市教育委員会生涯学習課　水戸好文カレッジ 児童養護施設　こどもの里　地域セミナー

水戸市要保護児童対策地域協議会 東原・ひまわり子供会
水戸市PTA連絡協議会母親大会 水戸こどもの劇場
水戸市青少年育成推進会議 水戸こどもの劇場　交流部
水戸市（保育士対象) 水戸こどもの劇場　comodo

水戸市（保健推進員) 水戸こどもの劇場　放課後スタッフ

水戸市（公民館職員対象) 助川学区青少年育成委員会
山根公民館・山根小学校共催 日立教育研究会
飯富公民館 学校法人山の尾学園　十王幼稚園
寿市民センター 私立幼稚園連合会県北地区会
柳河市民センター 仲町小学校
茨城大学　 宮田小学校
茨城大学教育学部附属幼稚園 河原子小学校
愛恩幼稚園 助川小学校
大成学園幼稚園 金沢小学校
平須幼稚園 田尻小学校
リリー幼稚園 諏訪小学校
水戸幼稚園 台原中学校
みどり幼稚園 豊浦小学校
聖母幼稚園 水木小学校
河和田幼稚園 油縄子小学校
私立幼稚園連合会 大久保小学校
茨城大学教育学部附属幼稚園安全教育委員会 坂本小学校
赤塚小学校 滑川小学校
石川小学校 塙山小学校
飯富小学校 茨城キリスト教学園中学校
梅が丘小学校 日立市児童クラブ連合会
河和田小学校 仲間の会
双葉台小学校 放課後子どもプラン（県北）　学童指導員

堀原小学校 ひたち親子劇場
見川小学校 私立幼稚園PTA連合会土浦
五軒小学校 上大津東小学校
寿小学校 下高津小学校
常磐小学校　 土浦第二小学校
千波小学校 下高津小学校PTA
山根小学校 土浦青年会議所
稲荷第一小学校 児童養護施設　茨城県道心園　

稲荷第二小学校 古河市 県境地方福祉事務所
上大野小学校 石岡小学校
下大野小学校 高浜小学校
常磐小学校 南小学校
酒門小学校 府中小学校
城東小学校 東小学校
鯉渕小学校 石岡市太陽子ども会
内原小学校 いしおかこども劇場　　
双葉台小学校PTA 馴馬台小学校
第二中学校 馴柴小学校
第四中学校 馴柴小学校PTA
茨城県立水戸南高等学校 ウィメンズネット　「らいず」
放課後こども教室（双葉台小学校）
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大宝小学校 つくば地区小学校家庭教育学級
豊加美小学校 大曽根・前野・吉沼小学校家庭教育学級
大形小学校 茎崎第一・第三小学校家庭教育学級
蚕飼小学校 岩崎、高崎幼・茎崎第二、第三小家庭教育学級

上妻小学校 豊里地区小学校家庭教育学級
宗道小学校 つくば市筑波愛児園
高道祖小学校 前野地区子供会　
騰波ノ江小学校 みずほ団地子ども会
下妻市子どもを守る母の会 つくば市ままとーん
下妻市子どもを守る父母の会 大島ｺﾐｾﾝ・はなのわ幼稚園
児童養護施設　自生園　 大島コミュニティーセンター
常陸太田市保健センター 田彦公民館
常陸太田地区保健主事部会 佐野公民館
幸久幼稚園 津田･市毛公民館
常陸太田市幼稚園ＰＴＡ連絡協議会 東石川小学校
金郷小学校 高野小学校
機初小学校 市毛小学校
大場小学校 佐野小学校
佐都小学校 長堀小学校
西小沢小学校 堀口小学校
太田中学校 田彦小学校
南中学校 勝倉小学校
児童養護施設　誉田養徳園 中根小学校
秋山小学校 外野小学校

高萩小学校 前渡小学校　家庭教育学級
東小学校 高野小学校教養委員会
松岡小学校 佐野中学校
松岡・君田小学校 一中地区
藤代町教育委員会 ＷＩＮＧ
北相馬地区　学校保健会保健主事部会 放課後こども教室（外野小学校）
西部地区民生委員協議会 津田婦人部・西山婦人部　
高井小学校 さわの杜育成会
永山中学校 おやこ劇場　ゆめひろば
小文間小学校 青少年育成会地区（ひたちなか市、東海村、那珂市、常陸大宮市）

山王小学校 鹿嶋市 鹿嶋市立中野西小学校
白山西小学校 潮来小学校
取手ファミリーサポート 津知小学校

牛久市 中根小学校 日の出小学校
つくば保健所管内保険事業専門部会 男女共同参画推進・市Ｐ連母親委員会
大穂幼稚園 潮来第二中学校ブロック学校安全委員会
筑波幼稚園 大井沢小学校
吾妻小学校 松ヶ丘小学校
葛城小学校 大場小学校
北条小学校 青少年育成会地区（ひたちなか市、東海村、那珂市、常陸大宮市）

二の宮小学校 那珂町大宮地区大宮青少年育成会
茎崎第三小学校 額田保育園
水山小学校 那珂町学童保育
大曽根小学校 菅谷小学校
栗原小学校 横堀小学校
田水山小学校 五台小学校
桜南小学校 南中学校
竹園西小学校 青少年育成会地区（ひたちなか市、東海村、那珂市、常陸大宮市）

並木小学校 児童養護施設　チルドレンズ・ホーム

東小学校 児童養護施設　若草園

前野小学校 関城町立西小学校
筑波小学校 下館市・下妻市・真壁郡PTA連絡協議会
手代木南小学校 下館市小中学校ＰＴＡ連絡協議会
竹園西小学校PTA 児童養護施設　茨城育成園

栗原小学校　PTA成人教育委員会 放課後子どもプラン（筑西市）　学童指導員

桜南小学校PTA地区郊外委員会 水海道子ども劇場
二の宮小学校PTA 稲敷市 浮島小学校
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かすみがうら市教育委員会 美野里町教育委員会
千代田町　子供を守る母の会 小美玉市教育委員会
千代田町　下稲吉小・こどもを守る母の会 小川町社会福祉協議会
千代田町子どもを守る母の会　 納場小学校
安飾小学校 羽鳥小学校
上佐谷小学校 上吉影小学校
牛渡小学校 下吉影小学校
霞ヶ浦北小学校 玉里小学校
霞ヶ浦南小学校 玉里東小学校
佐賀小学校 玉里北小学校
志士庫小学校 堅倉小学校
佐賀小学校，安飾小学校，志士庫小学校合同 小川小学校
宍倉小学校 橘小学校
下大津小学校 竹原小学校
志筑小学校 野田小学校
下稲吉小学校 茨城町教育委員会
下稲吉東小学校 東茨城郡 教育研究会 学級経営研究部　　　

七会小学校 広浦小学校
新治小学校 梅香中学校
美並小学校 明光中学校
霞ヶ浦南小学校 沼前小学校
千代田中学校 長岡小学校
霞ヶ浦中学校 長岡第二小学校
下稲吉中学校 児童養護施設　石崎学園
放課後子どもプラン研修会　学童指導員（かすみがうら地区） 児童養護施設　石崎学園(地域セミナー）

太田小学校 児童養護施設　樹学園　

植松小学校 茨城町・大洗町・城里町合同研修会

矢田部小学校 大洗町家庭教育合同講演会
土合小学校 茨城町・大洗町・城里町合同研修会

放課後こども教室（息栖小学校） 城里町教育委員会

波崎第二中学校 城里社会福祉協議会
波崎第四中学校 茨城町・大洗町・城里町合同研修会

波崎２・４中学区子供の安全見守る会 みぎわ幼稚園
茨城県女性プラザ　レイクエコー 照沼小学校
児童養護施設るんびにー　 青少年育成会地区（ひたちなか市、東海村、那珂市、常陸大宮市）

児童養護施設るんびにー（地域セミナー） 美浦村ＰＴＡ連絡協議会
県鉾田地方福祉事務所 安中小学校
鉾田町青少年育成会議 大谷小学校
大洋村立上島西小学校　 木原小学校
大洋村立上島東小学校　 大谷小学校研修委員会
大洋村立白鳥西小学校 美浦村連絡協議会
大洋村立白鳥東小学校 利根町 東文間小学校
旭東小学校 恵光寺
野友小学校 陽東小学校
鉾田おやこ劇場 宇瑞穂台小学校

つくばみらい市 谷井田小学校 陽東中学校
宇都宮市ＰＴＡ連合会　生活指導委員会
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