
安心して子どもたちをはぐくめる新潟を目指して！

2009.3.18



◆ハートフルで情報満載な親子番組

◆放送内容について
１．元気のタネ 朝ごはん
子どものいる家庭の朝食に密着。
新潟在住アメリカ人のパパが作る朝食も取り上げました。

２．子育て・みんなの輪
ユニークな子育てや支援活動を中心に取材。

下半期はキッズプロジェクト主催事業も多く紹介しました。

３．キッズインフォメーション
親子で楽しめるイベント情報をお知らせしています。

４．うちやま先生のすこやか健康アドバイス
新潟大学医学部長 内山 聖教授（小児科医）に
子どもの病気についてワンポイントアドバイスを
ほぼ毎月いただきました。

毎月第一土曜日 午前１０時３５分～
１５分番組



◆内容と視聴率

放送日 元気のタネ 朝ごはん 子育て・みんなの輪 視聴率 占拠率

４月５日 鈴木家 マグロユッケ

円山家 離乳食にこだわるママ

山際家 スポーツ一家の朝食はご飯

斉藤家 園児がお手伝い

新潟市主催「早寝早起き朝ごはんモデル事業」お寺で合宿 兼「みんなの輪」と「朝ごはん」

樫本家 家庭菜園の野菜で朝食

布川家 朝食が家族団らんの時間

11月11日 ライリー家 休日はパン焼き、キッシュ キッズ主催 親子稲刈ツアー ２．９％ ８．７％

12月６日 高塚家 鰹節削って味噌汁に キッズフェスティバル２００８ ４．８％ １１．９％

１月17日 新井家 残り物で手早く朝ごはん 「イチゴ牧場」 障害者が馬と触れ合いリハビリ ５．０％ １５．３％

２月７日 今井家 手作りパン 小中高校 ダンス大会 ３．９％ １０．７％

ベビーママヨガ（東北電力グリーンプラザ） ２．５％ ９．７％

５月３日 東区役所主催「おやこであそぼ!!」 ５．５％ １９．１％

６月７日 キッズ主催 親子田植えツアー ５．５％ ２１．６％

７月５日 「子どもとの自然観察会」 中越地震以来の再開 ７．６％ ２４．２％

９月６日 キッズ主催こども自然体験ツアー ８．８％ ２５．５％

８月５日 ４．５％ １４．３％

10月４日 民間の子育て応援施設「ドリームハウス」紹介 ３．８％ １１．３％

４～２月 平 均 ５．０％ １５．７％

３月２１日（土）10：35～11：30 「月刊キッズＴＶスペシャル」

ゲスト 県立新潟女子短期大学准教授 植木信一さん 料理研究家 中島有香さん
この１年の「キッズTV」や「キッズプロジェクト」の活動報告に加え、スペシャルならではの企画もお送りします。

①父親の子育て（以前紹介した「パパサロン」の今は？・パパの１日子育てに密着）
②食育（ピーマン嫌いの子どもにお助けマン登場！その結果は？）



放送時間：石塚かおりのゴゴラク内
１４：４０頃～１４：４５頃（月～木）

• 「週刊☆キッズラジオ」からワイド内での生放送になり、よりキッズプロジェクトの周知が可能に
なりました。

• キッズラジオのブログも、日替わりで更新しています。

• 内容は、「元気なキッズの声を届けよう！」「ラジオをより身近に感じてもらおう！」を目的に、
キッズたちのインタビューが中心です。

月）小学校に出向き、委員会や学校活動で頑張るキッズのインタビュー。
火）習い事を頑張るキッズたちのインタビュー。
水・木）キッズプロジェクトのイベント会場でのインタビュー他～

「動物の謝肉祭」など、月間キッズテレビのＰＲ、ひまわりクラブでのインタビュー・・・。

ラジオCM

「キッズプロジェクト、おとな力、こども力」に続けて協賛社からのメッセージを放送。



キッズプロジェクトＴＶＣＭタイトル・コメント一覧

（30秒×16本放送中 H21.3.18現在）

CMタイトル テーマ

家族の時間篇（2007） 家族のコミュニケーションはとれていますか？

安全安心登校篇（2007） ながらパトロールで防犯対策

昔遊び篇（2007） この遊び知ってるかな？昔の遊びを教えてもらおう

家族篇パートⅡ篇（2007） 休日は家族でおでかけ！家族の時間を大切にしよう

キッズフェスティバル篇（2007） キッズフェスティバルキャラバン

祖父母参観篇（2007） おじいちゃんおばあちゃんをお招きしよう！

朝ごはん篇（2007） 朝ごはんをきちんと食べていますか？

海の森清掃篇（2007） 豊かな自然を未来に引き継ごう

つみきで遊ぼう篇（2007） カプラで巨大アートを作ろう！集中力と創造力を養おう

伝統芸能篇（2008） ふるさとの宝物神楽を受け継ごう

田植え篇（2008改訂版） 田植え・稲刈りに挑戦！

いちへいこう（2008） 朝市へいってみよう！

野点茶室でおもてなし篇（2008） 日本の伝統文化にふれながらおもてなしの心を養おう

鮭の戻る川を目指して篇（2008） 鮭の育成、河川などの環境づくり、稚魚の放流

自然は僕らの友達だ！篇（2008） ツリークライミングにチャレンジ！

稲刈り篇（2008） 親子で農業体験（春の田植え・秋の稲刈り体験を通じて農業の大切さを学ぼう）

地域安全マップ篇（2008） 子どもたちが安心して通学できる地域づくり

キッズプロジェクト活動PR①（2008） おとな力・こども力の意味を紹介

キッズプロジェクト活動PR②（2008） 年間の活動内容を紹介しながら、それらを通して個々のアナウンサーが感じた気持ちを表現

このほか、キッズプロジェクトのイベント活動各種募集告知を放送。



イベント

☆キッズフェスティバル２００８

日時 １１月２２日（土）・２３日（日） 午前１０時～午後５時

会場 新潟市産業振興センター

入場者数 １日目 約10,000人 2日目 約15,000人 合計 約25,000人
今期の「にいがたキッズプロジェクト」の活動における 大のイベントコミュニケーションとして、
２日間で約２５，０００名もの方に入場していただきました。子どもたちに人気のタレント山本高広や、
まえだまえだ、ウルトラマン、キッズダンサーのパフォーマンスで華やかに演出する一方、木や石を使った
素朴な手作り工作など体験コーナーも充実させました。科学実験やＢＳＮアナによるアナウンサー体験、
読み聞かせなど遊びと異なる要素も組み込んだほか、県教育委員会、県地域家庭教育推進協議会と
連携し「社会全体で子どもをはぐくむ運動」活動報告パネル展も同時に開催しました。新潟県警察本部の
パトカー・白バイに建設車両を加えた新企画はたらくクルマコーナーと４体のふわふわは、２日間を通して
列がとぎれないほどの人気を博しました。



イベント

☆「自然の力・食の力」農業親子体験ツアー

協力 新潟ケンベイ 農地組合法人百笑つぼあな JA黒川村

★田植え ５月１３日（日） 場所 胎内市坪穴地区（旧黒川村） 参加者 親子１３組４２名

☆夏休みこども自然体験ツアー
期日 ８月１日(金)～２日(土) １泊２日バスツアー
場所(宿泊) 新潟県立こども自然王国(柏崎市高柳町)
参加者 小学生４年生から６年生１９名

協力 新潟県子ども会連絡協議会

★稲刈り １０月５日（日） 場所 胎内市坪穴地区（旧黒川村） 参加者 親子１１組３２名



イベント

☆キッズクリスマスコンサート 親子で楽しむ“動物の謝肉祭”
期日 １２月１４日㈰ 午後３時～午後５時
場所 新潟市民芸術文化会館 りゅーとぴあ コンサートホール
内容 日本フィルハーモニー交響楽団メンバーとＦＵＴＡＢＡ(ピアノデュオ)らによる

｢にいがたキッズプロジェクト｣の為のスペシャルプログラム｡
耳で聴くだけの演奏会ではない、舞台装置を駆使したしかけたっぷりの
巧みなステージ演出がなされ、およそ６００名の親子が“見える”音楽を楽しみました｡

協力 日本フィルハーモニー交響楽団メンバー･江原陽子・ＦＵＴＡＢＡ 他

☆キッズキャラバンｉｎトキめき・プレフェスタ
日時 ９月２３日（火・祝） 午前１０時～午後３時３０分
会場 新潟市陸上競技場 駐車場
内容 アナウンサー体験（ＢＳＮアナウンサー 高橋知幸） 当日参加者数：６０名

キッズフィットネス（体力測定） 当日参加者数：１３０名
親子ふれあい体験ゾーン（紙コップを使った工作） 当日参加者数：１５０名



イベント

☆朗読キャラバン「絵本読み聞かせ」

５月１３日（火） 加茂市 本量寺保育園 實石アナウンサー

６月１３日（金） 長岡市 長生保育園 水島アナウンサー

６月１３日（金） 長岡市 関原保育園 水島アナウンサー

６月１８日（水） 新潟市中央区 二葉幼稚園 實石アナウンサー 田中アナウンサー

１０月 ２日（木） 新潟市中央区 鳥屋野保育園 田巻アナウンサー

１０月１４日（木） 上越市 たちばな春日幼稚園 田中アナウンサー

１１月１２日（水） 阿賀野市 おとぎのくに保育園 田巻アナウンサー 武内アナウンサー

１１月１7日（月） 小千谷市 つくし幼稚園 田中アナウンサー

１２月１２日（金） 新潟市秋葉区 新津第二幼稚園 田巻アナウンサー 武内アナウンサー

１月１６日（金） 新潟市中央区 みどり幼稚園 武内アナウンサー

＊２月、３月は予定していた園の都合で 延期となりました。



イベント

☆キッズプロジェクトメンバータイアップイベント

期日 １０月４日（土）
場所 バスツアー 県立歴史博物館、石動神社、曹源寺、トーア工場、他

参加者 親子１８組４０名
協力 トーア㈱

日時 ７月１２日(土) 午前９時３０分～午後４時
会場 サントピアワールド正面ゲート前駐車場(阿賀野市久保)
入場者数 約3,000人
入場料 無料

協力 サントピアワールド 新潟県警察本部 阿賀野市 阿賀野市消防本部

★はたらくクルマ大集合

★にいがたの歴史と匠の技体験ツアー ～金箔貼にチャレンジ

★親子deエコ・クッキング

期日 ３月１日（日）
場所 北陸ガス GAS・HALL
参加者 親子８組１６名（抽選）
協力 北陸ガス㈱
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Ｗｅｂによる展開 http://www.kidsp.net

ノベルティグッズ（自由帳）

ポスター

レジ袋

自立式看板

※キッズセロテープ

製作物（メンバー企業名入り）

にいがたキッズ 検索

子育て情報のポータルサイトを目指して！

ＢＳＮ杯スポーツ大会プログラム広告
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