資料７
（仮称）こども発達支援センター
No

愛称

応募愛称一覧
その愛称にした理由

1

ニコエール

にこにこ笑顔の「にこ」に、応援する（エールを送る）の「えーる」を結
び、
支援を必要としている子どもやその家族のたくさんの笑顔を支援・応援する
こども発達支援施設という思いを込めました。

2

ほっとハウス・イルカ

ほのぼのとして安らぐステーションであり、逗子市の地形がイルカに相似
し、イルカを謎って「居る家」と理解していただくため。

3

こどもっと

子どもともっとふれあい向き合いたい、また子どもももっと地域で遊び学び
たいという思いを込めたものです。

4

ほほえみ

みんなが幸せな気分になるようにとの思いを込めました。私が好きな言葉で
す。言いやすいと思って考えました。

5

ひよこ

ひよこ（小さな子供）に表現し小さな命を支援する団体の意味で、わかり易
くネーミングしました。

サポート

逗子アンブリングネット

発達障害は別名「発達アンバランス症候群」とも言います。
たまたま発達がアンバランスなだけで、普通の人にはない特殊な能力のある
方もたくさんいます。
アンバランス＋ingでも、さまざまな支援を受けながらその人らしく生き生き
と輝いてもらいたいです。

きっずさぽ逗子

子どもを表わす「キッズ」に、支える、支援するを表わす「サポート」の
「サポ」をつなげ、「逗子」をつけました。
一部ひらがな表記は、親しみ、やわらかさ、分かり易さを出すためです。

8

キラリンサン

逗子はきれいな海岸線があり、全国的に有名です。またそれを「太陽が生ま
れたハーフマイルビーチ」と言います。「支援する子供たちや先生方がまさ
にその湘南の輝きのように育ち」＝（キラリン）、「わが息子たち（son＝
サン）として燦々と輝く（サン）将来を願う」＝（サン）という意味合いで
命名しました。

9

いーさぽ

「教育」を表す英語の「Education」の「E」（イー）と、「支援」を表す
「Support」の「サポ」を合わせ、ひらがな表記で「いーさぽ」としまし
た。

6

7

10 こらゆゆし

子供達は、すばらしいという意味の古語です。ゆる～い感じで利用いしても
らいたい。

11 ちゃいるどどりいむ

「チャイルド」と「ドリーム」を合わせて名付けました。親しみと優しさを
だすためにひらがな表記にしました。どんな子供たちでも、小さな夢・大き
な夢があると思います。そんな夢を見守るやさしい施設であってほしいと思
います。

12 のびそう

こどもの発達＝伸び（のび）について気軽に相談（そう）できる施設。また
アドバイスを受けて、こどもが発達しそう＝伸びそう（のびそう）に思える
施設であるとの趣旨。

13 稲穂（いなほ）

雨にも負けず、風にも負けず、すくすく育ちめだたない花を咲かせ小さな実
をたくさん実らせる純白なお米となる。

14 カメリアチャイルドプラザ

逗子市の市の花が「ツバキ」であることから、英語で「カメリア」であり、
市民にも知名度が高く、子ども（チャイルド）に関する施設であり、市民が
集い発達への支援を享受出来るような広場（プラザ）を実現し、未来に明る
いそして健康な子ども達の人生が暮らせるような願いを込めて、そして親し
まれるように合わせて表現したものである。

15 かがやき

温かい多くの支援を受けながら一歩一歩前へ進んでいくなかで、一人ひとり
が未来へ向かって自分らしく輝いて行って欲しい、そんな願いを込めて愛称
としました。

16 ピロス

ピロスはギリシャ語で友達の意味です。発達支援センターに通う子どもたち
が友達のようになかよく集い、保護者たち同士も友達のように親しく手を繋
ぎ、施設の職員ともども子どもの療育に努めることができるようにと願って
ネーミングしました。発音しやすく、覚えやすさにも配慮しました。

17 のびっこ支援センター

すべての子供たちは、心身共に成長する可能性を秘めています。
少しの支援で出来ることがたくさんあります。
そんな子供たちを応援したい願いを込めた愛称です。

18 そだてらす逗子（そだてらすずし）

その愛称にした理由
す。
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19

20

21

ゆめきらら

「ゆめ」は夢。「きらら」はキラキラ輝くさまを表しています。
障がいのある子どもや発達に心配があり支援を必要としている子ど
も及びその保護者などが地域で不安なく安心して暮らせるように様
々な支援を行う施設であり、多くの夢が生まれ、訪れる人々の目が
希望に溢れキラキラ輝くような素晴らしい施設となりますように願
いこの名前を考えました。

きらっと

障がいのある子どもや発達に心配があり支援を必要としている子ども及びそ
の保護者の皆さんに光輝く希望の太陽が【きらっと】照らす支援センターで
あること。
障がいのある子どもや発達に心配があり支援を必要としている子ども及びそ
の保護者の良さ、素晴らしさを照らす、伸ばす場所であってほしい。市民み
んなの力で明るい施設にしてほしいとの思いを込めました。

よさテラス

22 芽吹く若葉ずしサポートセンター

子供を若葉に例え、それをサポートする施設だから。

23 はーとはぁーと

心とこころを通わせ、温かく見守り、寄り添いながら一緒になって明日へ向
かっての成長をサポートしていく、そんな施設のイメージから愛称としまし
た。愛情あふれる温かなこころを重ね、平仮名にして優しさと、親しみやす
さを表現しました。

24 ゴーゴーキッズ

支援センター

こどもの成長の事を気軽に相だんできることと、
しょうがいのある子どもたちに早く成長して元気に遊んでほしい。
だから「元気に早くおおきくなぁれ。」という思いから付けました。(原文)

25 「逗子育援団」(ずしいくえんだん)

子育てを支援する相談窓口ということが字面からも分かり易く親しみ易いと
思ったので命名しました。

26 「逗子育援くらぶ」(ずしいくえんくらぶ)

子育てを支援する相談窓口ということが字面からも分かり易く親しみ易いと
思ったので命名しました。

27 「逗子育援じぇる」(ずしいくえんじぇる)

子育てを支援する相談窓口ということが字面からも分かり易く親しみ易いと
思ったので命名しました。

28 サポートピア逗

サポート+ピアの造語です。

29 キッズサポート

活動内容を親しみやすく表現しました。

30 あかりえ

子どもたちが成長を支援し、明るい未来を広げる家です。

31 かめりあ

逗子市の花のツバキを英語でカメリアと呼ぶことから。

32 ゆめっこひろば

夢のある子どもたちがすくすく育つことを支援する広場。

33 のびっこひろば

子どもたちがたくましく伸び伸びと育つことを支援する広場。

34 えみおす

子どもたちの笑顔が広がるセンター。「おす」は支援する、後押しする、憩
いの場所を意味するオアシスです。

35 あすなる

子どもたちが成長を支援し、希望の未来を創造するセンター。

36 あすなーれ

子どもたちが成長を支援し、希望の未来を創造するセンター。

37 ここおいずし

「ここにおいでよ」逗子を縮めた名前。

38 今日という日

発達にいろいろあっても今日という日を一歩一歩しっかり歩んでいけば、希
望が見えてくる事を知っているから。このセンターがその手助けをできるよ
うに。支えになるように。

39 ひなた

つまづきのある子も、その家族も、療育に携わるすべての人がぽかぽかとし
たあたたかい陽ざしを浴びて、みんなが笑顔になれる、やさしい場所になり
ますように。
ただあたたかくぬくぬくできる場所ではなく、いきものたちが太陽のもとで
成長するように、あたたかい光を浴びて、18歳になったときに身も心も大き
くなって社会に羽ばたいていってもらえるような、そんな場所になりますよ
うに。

40 ウィズ

4歳の息子が逗子市より児童発達支援受給者証を頂いています。
療育相談室の親子教室やデイサービスにて、様々なスタッフと繋がり、
あたたかい関わりを頂くようになってから、「障がい」というものは、当事
者が克服しなければならない課題ではなく、
当事者の親、周囲、関わるスタッフの理解があってはじめて、当事者自身が
「その人らしい暮らし」を過ごすことができるのだなぁ、と実感します。
ひとりではなく「一緒に」「誰かと」という意味を込めました。

41 逗子スマイルサポートセンター

保護者もこどもも笑顔になれるように名付けました。
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42 エミリア（えみりあ）

こども達や保護者達の笑顔（笑み）あふれる場所（エリア）の意で、名付け
ました。

43 キラリア（きらりあ）

こども達がキラリと輝く場所（エリア）の意で、名付けました。

44 エミフル（えみふる）

こども達や保護者達の笑顔（笑み）いっぱいな場所の意で、名付けました。

45 アイポート（あいぽーと）

こども達を見守る人達の愛情に満ちた場所の意で、名付けました。

46 ユメフル（ゆめふる）

こども達や保護者達の未来の夢がいっぱいつまった場所の意で、名付けまし
た。

47 ハートポート（はーとぽーと）

こども達を見守る人達の愛情に満ちた場所の意で、名付けました。

48 ユメリア（ゆめりあ）

こども達や保護者達の未来の夢がいっぱいつまったエリア（エリア）場所の
意で、名付けました。

49 ゆめしるべ

こども達や保護者達の未来への夢の道標になるような場所を思い浮かべ、名
付けました。

50 のびのびっ子センター

発達に支援が必要なこどもは、伸びしろが大きく、可能性を秘めている子と
思います。
のびのびとした雰囲気で、その子に応じた支援や療育などのサポートがで
き、保護者も気兼ねなく相談などが出来るようなイメージで名づけました。

51 ハートピア（はーとぴあ）

こども達を見守る人達の愛情に満ちた場所の意で、名付けました。

52 ハートリア（はーとりあ）

こども達を見守る人達の愛情に満ちた場所（エリア）の意で、名付けまし
た。

53 あいポッケ（あいぽっけ）

こども達を見守る人達の愛情に満ちた場所の意で、名付けました。

54 アステップ（あすてっぷ）

こども達の明日のステップの場になるように、との思いを込め名付けまし
た。

55 ユメクル（ゆめくる）

こども達の未来の夢をかなえてあげる場所の意で、名付けました。

56 アスピア（あすぴあ）

明日の「アス（あす）」と、ユートピアの「ピア（ぴあ）」を組み合わせ、
こども達の明日の夢のための施設の意で、名付けました。

57 アスミール（あすみーる）

明日の「アス（あす）」と、「ミール（見る）」を組み合わせ、こども達の
明日を見つめる施設の意で、名付けました。

58 ゆめてらす

こども達や保護者達の未来の夢がいっぱいつまった場所の意で、名付けまし
た。

59 パルル（ぱるる）

仲間の意の「パル」から、保護者や仲間達と一緒にこども達の未来ー築く施
設の意で、名付けました。

60 逗子こどもいきいきヘルプセンター

逗子に住む子供を育てる大人たちが発達障害などで悩んでいる子供を育てる
ときに、この愛称を思い出してくれたらと考えました。

61 ゆめむすび

こども達や保護者達の夢を未来に結ぶ施設になるように、との思いを込め名
付けました。

62 テニテオ

保護者や関係者達が手に手をとりあって、こども達の明るい未来を開いてい
く施設になるように、との思いを込め名付けました。

63

こども達や保護者達の未来の夢がいっぱいつまった場所の意で、名付けまし
た。

ゆめテラス

64 アスミル（あすみる）

明日の「アス（あす）」と、見るの「ミル（みる）」を組み合わせ、こども
達の明日を見つめる施設の意で、名付けました。

65 テトテオ

保護者や関係者達が手と手をとりあって、こども達の明るい未来を開いてい
く施設になるように、との思いを込め名付けました。

66

こども達ね未来の夢をかなえる施設になるように、との思いを込め名付けま
した。

こどもピア（こどもぴあ）

67 ココア（ここあ）

一緒にの意の「Co＝コ（こ）」と、明日の「ア（あ）」を組み合わせ、保護
者・関係者達が一緒になってこども達の未来の夢をかなえる施設になるよう
に、との思いを込め名付けました。

68 ずしっ子（ずしっこ）

逗子のこども達の未来の夢をかなえる施設になるように、との思いを込め名
付けました。

69 ココアス（ここあす）

一緒にの意の「Co＝コ（こ）」と、明日の「アス（あす）」を組み合わせ、
保護者・関係者達が一緒になってこども達の未来の夢をかなえる施設になる
ように、との思いを込め名付けました。
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70 「ＣｏＣｏＤｅ」（ここで）

Ｃｏ－ｏｐｅｒａｔｅ（支援する）のＣｏとＣｏ－ｏｒｄｅｎａｔｅ（調和
する、調整する）のＣｏにＤｅｖｅｌｏｐ(発達させる）のＤｅをつないでＣ
ｏＣｏＤｅとし、「ここで」とよむ。ここで（このセンターで）発達障害の
ある子供たちがいろいろな人と交流しながら望ましい発達、成長する拠点と
なるよう命名した。

71 なかよしん坊

ここに来るとみんななかよしになれると思う。そして指導される方も。そこ
で、童子を表す「坊」を用い上記愛称としました。

72 のびしん坊

どのような子もここでみんながのびのびできればと思い、童子を表す「坊」
を用い上記愛称といたしました。

73 のびりと

ここに来ればどのような子も「のびりと」、成長していければと思い上記愛
称といたしました。

74 あかつき

暁 ( あかつき )の空をイメージし、愛称に込めました。それぞれの個性と新
しい未来を結び、暁のように、明るいビジョンになっていくという意味が込
められております。

75 オンリーワン

みんな、それぞれに個性、特性があります。オンリーワンの個性と新しい未
来を結ぶという意味が込められております。

76 れいんぼー（れいんぼー）

晴れ渡った大空に かかる虹 ( レインボー )をイメージし、愛称に込めまし
た。
いろんな色で構成されている虹のように、それぞれの個性と新しい未来を結
ぶという意味が込められております。

77 ほっとっと

本市の花は「ほととぎす」。この花言葉は「秘めた意思」。ここに来る童児
はみんな「秘めた」“熱い”「意思」を持っています。そこで、ほととぎす
のあたまの部分「ほとと」を「ほっとっと」にかえ、上記愛称といたしまし
た。

78 だいなり

ここに来る子は大きく成長してほしいと思い、「“大”に“なり”」という
二つの言葉を合成し上記愛称と致しました。

79 おっきくな

ここに来る子供は、みんな成長して大きくなって欲しく、「大きくな」と声
をかけてあげたく、上記愛称と致しました。

80 かなほ

どの街も、“神奈”川県の中の“ホ”トトギスの街に見習うようなセンター
にして欲しく、上記言葉の頭を合成し上記愛称と致しました。

81 てまきずし

逗子市の中で手作り感のあるセンターになることを望みます。そこで、「ず
し」を取って、子供が好きな「手巻きずし」のようなセンターになって欲し
く、上記愛称を提案いたします。

82 のびのびプラザ

ここに来る子がいつも明るく、「のびのび」する広場（「プラザ」）の様な
センターであって欲しく、二つの言葉を合成し上記愛称を提案いたしまし
た。

83 ヘルピニスト

ここに来る子の成長を助けるべく（ヘルプ）、アルペンを目指す人（アルピ
ニスト）がいるようなセンターであって欲しく、上記二つの語を合成、上記
愛称を提案いたしました。

84 コドモピア（こどもぴあ）

コドモ（こども・KODOMO）：子供、ピア（ぴあ・PIA）：ユートピア、
（理想郷）からなる愛称です。

85 コニアス

・コニ（子供に）、素敵なアス（明日→未来）があるという意味を込めた愛
称です。

86 コドモリエ

・コドモ（子供）＋リエ（アトリエ）という意味を込めた愛称です。

87 コミライフ

・コ（子供）＋ミライ（未来）＋ライフ（命、生命、生活）を合わせた愛称
です。

88 ココミュ

co：子（子供）・coco：心、個々、此処・commu：community（コミュ
ニティー）：居住地域を同じくし、利害をともにする共同社会。上記を合わ
せた愛称です。

89 グロース

チャイルド

「成長する子供」の意味

90 支援センター「未来のかぜ」
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