2017 年度事業報告書
2017 年 4 月 1 日～2018 年 3 月 31 日
特定非営利活動法人 くさつ未来プロジェクト

１

事業の成果

未就園児親子の交流の場をつくり、親としての価値観を広げるプログラムの提供を行い、人と人とがつながり、
子どもとの関わり方を学ぶ機会を提供した。2 年目に入り、
「ＫＭＰの全体像が伝わりにくい」
「財政基盤が弱
い」といった課題が見えてきたため、組織力強化のためにアメリカンエキスプレスサービスアカデミー2017
（堀江）、ＮＰＯ若人エンパワープロジェクト（吉川）に参加、その後理事に対して組織基盤を強化するため
の研修を行い、ＮＰＯとしての目標やビジョンを明確にし、言語化して理事間で共有。その結果①植松努さん
と協力して行う「子どもロケット体験教室」の開催準備、②認定 NPO 法人キーパーソン２１とパートナーシ
ップ契約を締結しわくわくナビゲータ養成講座を実施。「夢！自分！発見プログラム」をＫＭＰで開催できる
体制が整い、大人も子どもも自己を肯定でき自立し夢を実現できる社会へ向けての事業実施の下地を作れた。

参加者実績数
活動回数

2017.4.1～2018.3.31

参加人数

①

たまっこ

20

887

②

キラキラキッズ

99

1122

③

COLORS

18

207

④

ハーフバースデー（西和不動産）

9

40

10

117

137

2277

4

66

14

419

⑤ ママのためのバランスボール
⑥

Double Rainbow

⑦

おとなTRY部

⑧

kimiの幸せキッチン（匠工房）

⑨

茶話会（匠工房）

7

108

⑩

植松努氏講話＆ロケット体験教室

1

45

⑪

わくナビ講習

1

21

⑫

すきなものビンゴ

3

37

⑬ イオン・サマーフェスティバル

1

520

⑭ ロクハdeあそぼう

1

170

325

6036

年間参加数
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①育児サークル「たまっこ」
【日時場所】第２、４月曜日

玉川まちづくりセンター

【受益対象者の範囲及人数】未就園児とその保護者

【従事者人数】5 人

887 人

A. 活動実績
4月

13 日（月）紙コップであそぼう
17 日（月）ママとベビー＆キッズの防災講座、消防見学

5月

8 日（月）お買い物ごっこ
22 日（月）いちご狩りあそび

6月

19 日（月）じゃがいもほり
26 日（月）ぷよぷよすっくい

7月

10 日（月）レッツアート、海と星のサマーカーニバル
24 日（月）たまっこ夏祭り

8月

14 日（月）紙コップでお城を作ろう
15 日（火）紙コップでお城を作ろう

9月

11 日（月）大学生と遊ぼう♪
16 日（土）辻 由起子氏講演「性教育について」
25 日（月）さつまいも掘り

10 月

16 日（月）ママとベビー＆キッズの防災講座
23 日（月）パネルシアター

11 月

28 日（土）はぎまつりステージ発表

13 日（月）レッツアート、.野菜スタンプでえのぐあそび
27 日（月）夢ウサギさん人形劇・ちびっこミュージカル 『アナトール工場へ行く！』

12 月

11 日（月）クリスマス会

1月

22 日（月）豆まき

2月

26 日（月）七色小麦粉粘土&おひなまつり

3月

3 日（土）トロッコ人形劇『ゆうびんうさぎとおおかみがぶり』

B. 成果・課題
まちづくり協議会が発足し、活動場所である玉川市民センタ
ーが玉川まちづくりセンターへと移行した 2017 年度。これ
まで通り地域と連携した活動が行えた。4 月 17 日のママと
ベビーの防災講座では、草津市役所危機管理課、南消防署と
連携して熊本地震の被災者のママと画面を通して交流。乳幼
児を持つ家庭で備えておくべきことについて学べた。立命館
大学生や地域の男性の参加、イオンモール草津を使ってのた
まっこ開催、コープ滋賀様からの協賛申し出、豆まきでのセ
ブンイレブン様とのコラボ、6 年目となるトロッコ人形劇で 170 名の参加、3 月のロクハ荘とのコラボ
イベントで 3 世代交流の実現、と、地域で子どもを育てる環境作りがしっかり行えた。
2018 年度の課題：新スタッフの育成。
＜参加者保護者感想抜粋＞
・親子でとても楽しいひとときが過ごせて、本当にしあわせでした。人と人とのつながりの大切さ、温かさを
感じました。
・とっても内容盛りだくさんで楽しかったです。子供だけでなくママ向けもあったのが楽しかった。ストレス
発散できました 。
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②母子分離育児サークル「キラキラキッズ」
【日時場所】水・木・金

玉川・矢倉

【受益対象者の範囲及人数】未就園児

【従事者人数】9 人
1122 人

A. 活動実績
4月

6回
おもちゃで遊ぼう。お制作:こいのぼり、バック

5月

10 回
小麦粉粘土で遊ぼう。風船で遊ぼう。お制作:ストローネックレス（母の日）
、イチゴ

6月

14 回
小麦粉粘土で遊ぼう。新聞で遊ぼう。お制作:ネクタイ（父の日）
、カエル、ロケット（イオンモ
ール草津、ロケット教室プレイベント用）

7月

6回
お買い物ごっこ。ジャポン玉で遊ぼう。お制作:てるてる坊主、七夕かざり

8月

夏休み

9月

9回
風船で遊ぼう。新聞で遊ぼう。ハロウィンダンス練習
お制作:ハロウィン、敬老の日プレゼント

10 月

9回
ハロウィンダンス練習。スライムで遊ぼう。おいも掘り遊び。お制作:おいも、ハロウィン

11 月

10 回
お店屋さんごっこ。シャボン玉で遊ぼう。お制作:紙コップおばけ、おりがみ

12 月

8回
クリスマス。お制作:クリスマスかざり、ツリー

1月

9回
かるた遊び。どうぶつ体操練習。お制作:雪だるま、鬼のお面

2月

11 回
新聞豆まき。シャボン玉で遊ぼう。どうぶつ体操練習。お制作:バレンタインプレゼント、おひな
さま

3月

7回
卒業発表（玉っこ）、ロクハ de あそぼう発表。お制作:どうぶつのお面

B. 成果
玉っこ、ダブルレインボーなど親子サークルで慣れたスタッ
フ（先輩ママ）に安心して、親子が離れて過ごす時間（孤立
させない、地域で子どもを育てる環境づくり）を提供するこ
とで

主婦でも子どもを預けてもいいと許可を出せるよう

になり、育児で他人に頼ってもいいことに気づく。内容は外
遊びの需要があり、2017 年度から毎回外遊びをとりいれるようにした。下の子がいてなかなか外にでれない
ママからよろこばれている。地域のおまつりにも歌やダンスで積極的に参加。引っ越してきたばかりの子育て
世代が地域に溶け込みやすい環境をつくれた。その体験から 自分の子育てを肯定できるようになり

卒業後

は、次の先輩ママとしてスタッフに参加。2018 年度からは草津川跡地公園でも開催決定。マンション住まい
の子どもたちが自然に触れられる機会をたくさんもちたい。
＜参加者保護者感想抜粋＞
・キラキラキッズに参加させていただいてからとても成長したなと感じています。4 月、5 月は毎回泣いて、

-3-

まだ早いのかな？無理させてしまっているのかな？と思うことも正直ありました。それでもいつも笑顔で迎
えてくださる先生方、今日はこうでしたよ。と気にかけて教えてくださりお任せして本当に良かったと思っ
ています。今では家でもキラキラキッズのお話をたくさんしてくれるようになり、先生やお友達と遊ぶのを
とても楽しみにしています。家ではできない遊びやお友達との関わりを上手に導いてくださっている先生方
には感謝しかありません。
・素敵な場所に出会って本当に良かったという思いでいっぱいです。毎週とても楽しみにしていて、朝も早く
から自分で用意して玄関で待っている姿を見ると本当に楽しいんだなと思います。先生達にも感謝の気持ち
でいっぱいです。日々の生活の中では気づくことができない娘の成長した部分もしっかりと見てくださり、
また私自身も見てくださっている時間に気持ちがリセットされ、また頑張ろう‼と言った気持ちを持つこと
ができます。

③コーラスサークル「COLORS」
【日時場所】月 2 回

アミカホール

【従事者人数】2 人

【受益対象者の範囲及人数】未就園児とその保護者

207 人

A. 活動実績
4月

3 日、21 日
練習曲『colors』、発声練習、リップロール、パート別練習

5月

8 日、26 日
練習曲『colors』、発声練習、リップロール、通し練習

6月

5 日、23 日
練習曲『空へ』
、発声練習、リップロール、編曲、手話

7月

3 日、20 日
練習曲『空へ』
、発声練習、編曲仕上げ、通し練習
練習曲『出会いの街くさつ』
、発声練習、パート分け
★8 日 植松努さん講演会

8月

玉川小学校

7 日、24 日
練習曲『出会いの街くさつ』
、発声練習、パート別練習、手話
練習曲『17 日はおにぎりデー』、発声練習、振り付け練習、通し練習

9月

4 日、22 日
練習曲『出会いの街くさつ』
、練習曲『17 日はおにぎりデー』
発声練習、振り付け.手話.通し練習
★10 日 くさつシェイクアウト 2017

10 月

（草津川跡地公園 de 愛ひろば）

2 日、26 日
練習曲『出会いの街くさつ』発声練習、通し練習、手話
★29 日 クサツハロウィン（太田酒造 道灌蔵）

11 月

休み

12 月

4日
練習曲『虹』発声練習、通し練習、手話

1月

15 日、22 日
練習曲『虹』、発声練習、通し練習、手話

2月

26 日
練習曲『虹』、発声練習、通し練習、手話
★17 日 クローバードリームライブ 2018（守山市民ホール）

3月

休み
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キッズコーラス隊

B. 成果
歌が好きな人だけでなく 歌が苦手な人や人前に立つのが苦手な人も
親子で参加し、歌を通じて成長することを目的に練習し、機会があれ
ば講演会や外部イベントのステージに立つことで、たくさんの人と繋
がってきました。昨年 KMP 事業の見直しから一旦は廃止のサークル
に決まりましたが、続けてきた活動の中でメンバーの中から 新しい
リーダーが育っており、新年度からはメンバーも一新し『COLORS』として再スタートすることになりました。
＜参加者感想抜粋＞
・いつも楽しく参加させてもらっています。真面目にやる時はきちんと、でも和気あいあいと楽しい時間も。
歌いにというよりは、あの場所に行けば仲間が居るんだ！という安心感に満ち溢れた空間。居心地良かった
です。声が出なくて上手く歌えなくても、表現の方法は沢山あることに気付かせてくれた場所でもあります。
・歌は得意ではありませんが 先生のレッスンが楽しいのと、みんなに会えるのは楽しいです。
・歌を歌って気持ちがリフレッシュするだけでなく、仲間がいる安心できる居場所です。おにぎりデーの歌こ
どもと楽しんで歌いながらも、こどもが「今日はおにぎりデーだよ」と防災について考えるよい機会になっ
ています。

④手形アート・ハーフバースデー企画
【日時場所】月曜日、西和不動産販売㈱モデルルーム
【従事者人数】2 人

【受益対象者の範囲及人数】未就園児とその保護者

40 人

A. 活動実績
ベビーの名前付きサニーマット撮影&手形アート
7月

24 日（月）10 時～11 時

南草津モデルルーム

8月

28 日（月）10 時～11 時

南草津モデルルーム

9月

25 日（月）10 時～11 時

南草津モデルルーム

11 月

20 日（月）10 時～11 時

栗東市蜂屋モデルハウス

12 月

25 日（月）10 時～11 時

野洲リバーサイドタウン

B. 成果
日々の育児に追われておざなりになりがちなアニバーサリーを、カタチに残して祝う
ことで改めて子の成長と母親としての自己肯定感を高めることができた。
不動産会社とのタイアップ企画でモデルハウスを会場にしたので、公共施設にはない
自宅のような親近感と綺麗な会場という両側面で参加者に喜んでもらえた。また企業
側としても長い時間モデルハウスを見学してもらえ嬉しいとの声があった。
＜参加者保護者感想抜粋＞
・ふだんなかなかできない可愛い作品ができてよかったです！子どももみてもらえて
助かりました。
・このような機会がないと、子どもに記念を残してあげることができなかったと思うので、とてもありがたい。
・普段 家にいると何かに集中できる時間がないので、今日のこの時間はストレス解消になりました。
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⑤ママのためのバランスボール
【日時場所】2018 年 1 月から開始
【従事者人数】2 人

（月）西和不動産

（水）エイスクエア

【受益対象者の範囲及人数】未就園児とその保護者

117 人

A. 活動実績
1月

「足元ポカポカ」
1/10.17.24.31 エイスクエア
1/29

2月

西和不動産

「肩こり解消&にのうでシェイプ」
2/7.21.28 エイスクエア
2/26 西和不動産

3月

「ぽっこりお腹対策」
3/7.14.28 エイスクエア
3/26 西和不動産

B. 成果・課題
目指す成果：「育児中に自身の身体を大事にしていいと許可を出せる。心身ともに健康な子育て」
家ではできないような運動も、場を設けることで可能になる、楽しいと
の声も多数アンケートで見られた。バランスボールで弾みながらの自己
紹介の中に、毎回共通の話題になりそうなテーマを入れる工夫をした。
また、地域の商業施設や企業とのタイアップをすることができた。
ママ達がゆったり集える場の提供をしてもらえたことで、「地域企業が
子育て世代へ関心をよせてくれている」という安心感を実践の中で伝え
ることができた。
ただ新しい会場では、基礎となるコミュニティがまだ確立できていない。今
後、ぽかぽかタウン、口コミ、他サークルとの協力により 15 名参加を目指
す。
自分のことをすることに対して、特に「美容に関することへの罪悪感」がま
だあるように感じる。忙しい子育て中だからこそ、自分の身体に気を配るこ
とで病気や怪我の予防、強いては次世代への医療費の負担を減らすことを
周知していく。モチベーションは現状のまま美容で。大義を分かりやすくし、
心理ハードルを下げる(チラシとレッスン内のテーマにして伝える)。
＜参加者感想抜粋＞
・家ではなかなか時間を取って体を動かせないので気持ちよく、和気あいあいと楽しかった。
・心も体も、血液が循環したかんじで、とてもリフレッシュできた。バランスボールは体験以外では初めてだ
ったけど、とても楽しかったので家でもチャレンジしようと思います!!
・体幹のつくり方 姿勢のとり方など教えてもらえてよかったです。バランスボール楽しかったです。
・久しぶりに伸びた筋肉。家でもできるところはしていきたいと思いました。気持ちよかったし、とても笑っ
て楽しかったです。
・実際に体をさわって教えてもらってわかりやすかったです！続けて行けそうと思いました。
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⑥英語子育てサークル・ダブルレインボー
【日時場所】（火）9:45 玉川まちづくりセンター
（木）9:45/10:45
【従事者人数】2 人

A. 活動実績

草津市民交流プラザ

（水）9:45

老上西まちづくりセンター

（金）9:45

栗東コミュセン大宝東

【受益対象者の範囲及人数】未就園児とその保護者

2277 組

各会場、月３回活動

4月

♪Hello の歌、春の虫、月、曜日をテーマにしたクラフト作り

5月

「動物」をテーマにした歌やクラフト作り

6月

「天気」をテーマにした歌やクラフト作り

7月

「乗り物」をテーマにした歌やクラフト作り

8月

「海の生き物」をテーマにした歌やクラフト作り

9月

「食べ物」をテーマにした歌やクラフト作り

10 月

「ハロウィン」をテーマにした歌やクラフト作り

11 月

「音楽・楽器」をテーマにした歌やクラフト作り

12 月

「クリスマス」をテーマにした歌やクラフト作り

1月

「冬・雪」をテーマにした歌やクラフト作り

2月

「バレンタイン・家族」をテーマにした歌やクラフト作り

3月

「イースター」をテーマにした歌やクラフト作り

B. 成果・課題
未就園児親子の行き場、交流の場として、
「英語」というツールを使うことで参加しやすい活動となっている。
行くところがなくて困っていた立命館大学留学生の母子参加もあり、相談事がある場合等必要な機関につなげ
られている。サークル参加者が新たに自分たちで育児サークルを立ち上げるなど、次世代の後押しもできた。
2018 年度は玉川まちづくりセンターと老上西まちづくりセンターでの自主教室としての活動を停止し、ＮＰ
Ｏの活動として草津市市民交流プラザ、草津川跡地にぎわい活動棟、ウィングプラザ栗東で行う。
課題：スタッフの育成
＜参加者保護者感想抜粋＞
・いつも楽しい活動ありがとうございます。引越しして間もなく、顔見知りもいない中、毎週参加していく中、
お友だちもできて、とてもありがたく思っています。
・子どもだけでなく、親も楽しんでいます。
・毎回いろんな工夫をされていて感心しています。
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⑦おとな TRY 部
A. 活動実績

5月27日 「思春期・反抗期の子どもへの向き合いかた」
項目
参加費
収入

主催者負担金
合計
講師謝礼

支出

会場費
事務手数料
合計

金額

説明

11,700 参加者 13名

@900

4,820
16,520
10,000 D.Live 田中氏
3,120 市民交流プラザ 小会議室
3,400
16,520

7月23日 「親子でお宝探しゲーム ～ 町へ出て、お題のモノを見つけよう！」
項目
参加費
収入

主催者負担金
合計
講師謝礼

支出

会場費
事務手数料
合計

金額

説明

10,500 23人（親子10組@\900＋2人目500円X3)
4,450
14,950
10,000 D.Live 田中氏
3,250 市民交流プラザ 中会議室
1,700
14,950

9月3日 「よくわかる不登校 ～ どうして、学校へ行けないのだろう～」
項目
参加費
収入

主催者負担金
合計
講師謝礼

支出

会場費
事務手数料
合計

金額

説明

2,700 参加者 3名

@900

8,330
11,030
8,000 D.Live 田中氏
1,330 市民交流プラザ 小会議室 *減免
1,700
11,030

11月23日 「子どもの冒険 ～ かわいい子には旅をさせよう～」
項目
参加費
収入

主催者負担金
合計
講師謝礼

支出

金額

説明

20,300 子ども900円 保護者500円
8,329
28,629
10,000 D.Live 田中氏

会場費

2,000 草津市立まちづくりセンター

材料費

5,189

印刷製本費
事務手数料
合計

8,040 プリントパック
3,400
28,629
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B. 成果・課題
大人が子どもへの関わり方を学ぶ機会の提供、親が自分の子育てを肯定できる環境作りの一つとして、この事
業を実施。子どもたちにチャレンジする大切さ、楽しさ、人と豊かに関わる素晴らしさを知ってもらうことが
できた。
課題としては、地域をこえて、より多くの親子に参加してもらえるよう広報に工夫が必要。また予算的に不足
しているため、助成金にチャレンジする必要あり。

＜親子活動からの感想抜粋＞
・すごく楽しかった。またやりたい
・子どもと目線が違うことを実感した
・自分の子どもとだけでなく、他の人の子どもと楽しく過ごせた
・仲間と協力してできたことが楽しかった
・普段、口うるさく言ってしまうので、
「口を出さない」というのが意外に難しく、子どもの力のすごさをあら
ためて感じました。
・子どもの成長を感じることができ、見守ることの難しさを知りました
・子ども同士でどんどん距離を縮めて協力する姿がとてもよかった。最初は日地に聞くのをびくびくしていた
子ども達もみんなイキイキして聞いてくる姿が感動的だった
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⑧匠工房プレゼンツ・KIMI の幸せキッチン
【日時場所】第 2 火
第4火
【従事者人数】3 人

A. 活動実績
4月

草津市立市民交流プラザ（フェリエ南草津）
野洲コミュニティセンターなかさと
【受益対象者の範囲及人数】子育て中の方、子育て応援者

419 人

各会場、月１回活動

4 日＜綾羽高校＞湖南農業高校 綾羽高校 生徒さんと一緒に親子クッキング ピザ作り、セルク
ルキッチンより講師招きテーブルコーディネート講座、ママ達と高校生のチャレンジマル
シェ
18 日＜野洲＞お土産作りフェリーチェの苺シフォンケーキ、吉川ごぼう巻

5月

2 日＜草津＞母子同室フォロー体制開始、前波さんご提案 各班あるもので作る すいとん
16 日＜野洲＞地産地消野洲の春を味わう「よもぎコース」、猪肉の粕汁 カラスのえんどうご飯

6月

6 日＜草津＞鹿肉ハンバーグ 菊芋 手作りこんにゃく
20 日＜野洲＞じゃがいも掘り じゃがいもコロッケ

7月

11 日＜草津＞ブルーベリーベジ寿司
25 日＜野洲＞夏祭り スマートボール 的投げ ポットン、親子クッキング バナナケーキ、特注
吉川ごぼう蕎麦、お土産作り ハーブ塩

8月

11 日＜草津＞綾羽高校親子クッキング クッキー シフォンケーキ
25 日＜野洲＞親子クッキング アイスクリーム作り、レイクスファームブルーベリー狩り 食べ
比べ、トマト鯖めん、レインボークッキー

9月

5 日＜草津＞グッチのトマト肉じゃが、シャドークイーン揚げないコロッケ、鯖リエット、
」焼
きマシュマロ
19 日＜野洲＞サーモンソテー 大豆ラタトゥイユ

10 月

3 日＜草津＞ブルーベリーベジ寿司
17 日＜野洲＞天使のエビ、巨大防災おにぎり

11 月

7 日＜草津＞レインボーベーグル、ドーナツ寿司
21 日＜野洲＞赤米ライスサラダ

12 月

5 日＜草津＞リースサラダ、シチューパン
19 日＜野洲＞クリスマスパーティー

1月

9 日＜草津＞カラフル生春巻き(ピンク)
16 日＜野洲＞カラフル生春巻き(黄色)、バイキングパーティー

2月

14 日＜草津＞バレンタインパーティー、レインボーサンド、ポンデリング
20 日＜野洲＞エディブルフラワー寿司、大根ステーキ

3月

6 日＜草津＞ウニのトマトクリームパスタ、チョコフォンデュ、未入園児食育親子クッキング開
始、日本文化 ダシ
27 日＜野洲＞ふきのジェノベーゼ、親子クッキング ラムネ作り、春まつり、スマートボール、
ミニオングラグラゲーム

B. 成果・課題
未就園児親子の行き場、交流の場として、年代 性別 地域 人種などす
べての方に共通の「食」で世代を超えた繋がりを作れた事で新たな価
値観を知る事ができた為、自己肯定感が上がり得意分野を生かし、自
尊感情を高められる活動に繋がった結果として、参加者が夢を語り、
自分で教室を開講したり、新たにサークル作りをするママの後押しが
できた。夢が実現したママを見た他参加者やその家族が夢を語り出してくれてる事が大きな成果だと思います。
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今後の課題として、次世代を担う子ども達や未来の日本、地球のために、今、目の前の食卓の積み重ねが
やがて健やかな人を育て社会を形作り、世界へ広がり、豊かな未来を作る提案をして行きたいです
＜参加者感想抜粋＞
・いつもすてきなレシピをありがとうございます。今回も、自分では絶対思いつかないレシピだったのでたの
しかったです!! 皆とのおしゃべりも楽しかったです。
・今まで関わらない世界に飛び込めて本当に良かったです。託児もさせて頂いて、リフレッシュできました。
ありがとうございました。
・知ってる人も知らない人も、わきあいあいと楽しく作れました。託児がある
のも助かります。友人にも教えてあげたいし、リピーターになってます。
・みんなで色んな食材をおしゃべりしながら作り上げていくのがとても楽し
いです。子どもも一緒に作れるので小さいお子様連れのママさんも気兼ねな
く参加できるのがとても良いと思います。アットホームな感じが大好きで
す。遠くてもまた来たいと思えるプログラムです。
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⑨匠工房プレゼンツ・茶話会
【日時場所】月 1 回 10:00～12:00
【従事者人数】1 名

＋CASA 住宅展示場内 匠工房モデルハウス

【受益対象者の範囲及人数】子育て中の方、子育て応援者

108 人

A. 活動実績
4月

ギネス集中の為中止

5月

22 日＜匠工房草津栗東＞ シュガークラフト作り

6月

27 日＜匠工房草津栗東＞ シュガークラフト作り

7月

28 日＜匠工房草津栗東＞ シュガークラフト作り

8月

31 日＜匠工房草津栗東＞ シュガークラフト作り

9月

開催場所決まらず中止

10 月

26 日＜＋CASA 住宅展示場内 匠工房モデルハウス＞手作りスイーツとうだうだトーク会

11 月

30 日＜＋CASA 住宅展示場内 匠工房モデルハウス＞手作りスイーツとボディメイク

12 月

14 日＜＋CASA 住宅展示場内 匠工房モデルハウス＞ナチュラルクリスマススイーツパーティ
ー、ボディメイク

1月

18 日＜＋CASA 住宅展示場内 匠工房モデルハウス＞手作りジンジャーエールとうだうだトー
ク会

2月

15 日＜＋CASA 住宅展示場内 匠工房モデルハウス＞手作りスイーツとお片づけ講座

3月

8 日＜＋CASA 住宅展示場内 匠工房モデルハウス＞手作りスイーツ、ワンコインお片づけ講座

B. 成果・課題
誰でも気軽に参加できる茶話会を定期的に開催する事で、子育て真っ最中の親の「心の問題」をサポートでき
る環境が整った。必要に応じて、相談事がある場合等必要な機関につなげられている。
又、同世代ママや子離れ世代先輩ママの子育ての豊富な経験から、悩み
立ちすくむ親達の気持ちに寄り添い、同じ立場 同じ目線で一緒に方策
することで新たな価値観を知り視野が広がり子育てが楽になったと思
われ、自分の子育てを肯定できるママが出てきた事が成果だと思います
今年度は、より多くの価値観を知れる機会になるよう茶話会の広報に努
めます
＜参加者感想抜粋＞
・いつもとっても楽しい集いで楽しみにしています。子供の歳が違うマ
マさんとも仲良くなれて、相談や子ども服の交換など、たくさんの人
と繋がることができました。
・茶話会を通じていろんな人と繋がれるのが嬉しいです。整理の話も興
味があったので嬉しかったです。子供を連れてこれるのが一番助か
る。
・茶話会で集まるメンバーが多彩で、色々な情報を知れたり、いろんなジャンルの人と出会える素敵な場所を
作ってくださりありがとうございます。
・皆さんが楽しくされていて、楽しくなりました。皆さん意識が高くて自分も頑張ろうという気持ちになりま
した 。
・前向きパワーもらって、すごく元気になった!!

実はちょっと元気なかった(笑)
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心からありがとう。

⑩植松氏講話＆モデルロケット体験教室
【日時場所】7 月 8 日（土）9:00~13:00
【従事者人数】10 名

立命館大学びわこ・くさつキャンパス

【受益対象者の範囲及人数】小学生 4 年生以上

45 人

A. 活動実績

収支報告書

7月8日植松努氏モデルロケット教室
項目
参加費

収入

助成金
主催者負担金
合計
ロケット教室事業費
交通費・宿泊費
エポック立命使用料
施設清掃

支出

金額
155,940 参加者 45名
203,533
439,473

145,800 植松電機 45名分
200,000 植松電機 2名
10,260 立命館
5,924 クレオテック
8,704 郵便局

保険

3,000

材料費
印刷費用
合計

@3500*39 @3240*6

80,000 京都新聞社会福祉事業団

送料
消耗品費

説明

3,493 電池、テープ
46,192 エンジン、パラシュート、コントローラー、ケント紙
16,100 プリントパック
439,473

B. 成果
1 年前から日時は決定していたのに、直前まで会場が決まらない等、反省すべき点はたくさんあり、本当にい
ろいろな方の協力のもとに実現した事業だったので、私たち自身にとっても、「どうせ無理」ではなく、どう
したらできるかな？とひたすら前向きに考え、できることをするという経験となった。
講演会で話を聞くだけではなく、実際にロケットを作ってとばすことで、子どもたちが小さな自信をつけてい
く過程を目の当たりにし、このロケット教室が本当に必要なものだと感じられ、核になる事業に育てていこう
という勇気をもらえた。
＜参加者感想抜粋＞
★5 年生の息子は、植松さんの言葉で一番心に残ったのは、はじめ
てやることは、長い道のりにおもうかもしれないけど、あきらめな
ければ、必ずできるからね、思いは招くとの言葉だったそうです。
そして、植松さんと一緒にロケットを作れたこと、最初は、紙でロ
ケットなんてほんまにつくれるん？っておもい参加したそうでした
が、製作のときに、植松さんがテーブルに来てくださり、ボンドの
付け方などを優しく教えてくださったりして、無事作り上げられ、
自分のロケットが飛びパラシュートが開き、落下して来た自分のロ
ケットをキャッチできたことがとても嬉しくワクワクしたそうで
す。
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★大変貴重な体験をさせて頂きました。５才の娘を連れて付き添い
ました。まず、皆さんのパワーと熱意に頭が下がります。主旨や植
松さんの思いがおありになるでしょうが、保護者もお話しを聞き、
懸命に作る子供の姿を見るべきだと思いました。親が子供の芽を摘
み取ることがないように！
５才の娘が「好きなことをやってみたら良いんやで～夢やから何で
もダメじゃないねんて～ すごいこともできるようになるんやで」
と。すごい！どんだけ心に響いたのでしょう。
本日はありがとうございました。

⑪わくわくナビゲーター養成講座
【日時場所】12 月 16 日（土）17 日（日）草津市民交流プラザ
【従事者人数】1 名 【受益対象者の範囲及人数】21 名

A. 活動実績
12 月 16 日 トレーニング講座１

トレーニング講座２

12 月 17 日 トレーニング講座３

B. 成果・課題
12月8日滋賀で代表朝山あつこさんの講演を聞き、思いを共有したうえでの養成講座開催。
私たち大人ができる「最も大切なこと」は子ども一人一人の中からワクワクして動きださずにいられない原
動力となるわくわくエンジンを一緒になって探しだし、それを認めること。この目標に向かって、滋賀だけ
でなく、広島、大阪より、大学生、主婦、会社員、公務員、教師など様々な職業の方が受講。21名のナビゲ
ーターが誕生し、今後滋賀をはじめ関西圏の子どもたちに対しての「好きなものビンゴ＆お仕事マップ」プ
ログラム開催が可能となったのはもちろん、自分だけのわくわくエンジンに気づいて前向きになったり、子
どもを見る視点が変化し、自分の子育てにも役に立っている。

課題：学校現場実施に向けてもう少しナビゲーターが欲しいので2018年度も養成講座を行いたい。
＜参加者感想抜粋＞
途中で、植松努さんの「だったらこうすれば」の思考になれるエネルギー＝ワクワクエンジンだということに
気づいて、私自身がワクワクしました！すきなものビンゴ＆お仕事マップ、これ、学校の先生や将来教育に関
わる学生には絶対受けてほしい！と親目線で思いました。理由はすでに述べられている方と全く同じ！否定す
る大人によって、子どものワクワクエンジンを消しちゃうことのないようにしたいからです。こんな大人にな
りたい！と子どもに思われるような大人になりたいし、うちの子どももそういう大人にたくさん出会わせたい
です。マニュアルにも、感動しました。子どものワクワクをひきだすだけに焦点が絞られたこの細かいマニュ
アルはプライスレスだと思いました。自分のものにできるように努力します！
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⑫好きなものビンゴ＆お仕事マップ
【日時場所】12 月 24 日（日）10 時～12 時、2 月 18 日（土）10 時～12 時
3 月 17 日（土）10 時～12 時
【従事者人数】７名 【受益対象者の範囲及人数】36 名

A. 活動実績
12 月 24 日 小学生 13 名

中学生 1 名

2 月 18 日

小学生６名

3 月 17 日

小学生 11 名 中学生 4 名

高校生 1 名

B. 成果・課題
「好きなものビンゴ＆お仕事マップ」のメイン、アシスタントをそれぞれ
違うナビゲーターが行い、2018 年度の本格始動に備えた。ナビゲーターは
回を重ねるごとにうまくなっていったし、受講した子どもたちの反応もと
てもよく、キーパーソン２１のプログラムの素晴らしさを実感。子どもた
ちが、自分の好きなこと、関心のあること、一生懸命になれそうなことにつ
いて考えることを通して将来について考える時間になった。
課題：2018 年度は学校現場での実施を実現したい。そのためにもサポーターの経験を積む練習会を頻繁に計
画したいし、プログラム自体は子どもたちに無料で提供したいので協賛企業探し、助成金申請に力を入れなけ
ればならない。
＜参加者感想抜粋＞
・自己紹介からゲームの進め方まで楽しかったし今後の為になるから学校でもやってほしい。
・普段自分の将来のことを考えなかったけどそれを考えるきっかけとなり、自分のなりたいものを見つけるこ
とが出来た。楽しかった。
・やりたいことに関することをいっぱい出てきたのでそれに入ってることをやっていきたいです。自分の好き
なこと、好きな物が分かってよかった。
・今まで自分の夢が見つけられなかったからいいきっかけになった。
・明るく将来のことについて考えれたので本当に楽しかった
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⑬イオンモール草津・サマーフェスティバル
【日時場所】8 月 14 日（月）15 日（火） 9:00~16:00
【従事者人数】17 名

イオンモール草津

【受益対象者の範囲及人数】親子 436 人

A. 活動実績
■映画

14 日「うまれる」

11:00～12:40

15 日「うまれるずっと」
■紙コップでお城を作ろう

63 名

10:30～12:35

43 名

14 日 35 組 124 名

15 日

50 組 154 名

整理券を配布し、予定より多くのご家族の方に参加してもらった。
■子どもコマ大戦

14 日 67 名

収支報告書

8月14日15日 イオンモール・サマフェス
項目
参加費/映画

収入

金額

説明

2,100 【映画】63名、43名 計106名 【紙コップ】 35組124名、50
組154名 【こま】67名、69名 計136名

参加費/コマ

28,800

イオン負担

224,098

合計
紙コップ

254,998
11,997 オンラインパック

コマ

115,600 136名 @\850

風船

756 ダイソー

映画上映
支出

15 日 69 名

DVD郵送料
印刷費用
人件費
交通費
合計

43,200 うまれる、うまれるずっと
360 郵便局
4,460 ソーゴー瀬田店
70,125 1日目9名 38.5h / 2日目8名 44h @\850
8,500 1日目9名 2日目8名 @\500
254,998

B. 成果
映画上映会：告知方法に課題が残った。イオンのＨＰのみで私たちがあまり動かなかったため人を集められな
かった。紙コップ、コマ大戦については非常に人気で、特にお父さんが子どもと真剣に紙コップでタワーを作
ったりして遊ぶ姿が見られてよかった。
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⑭ロクハｄｅあそぼう
【日時場所】3 月 20 日（火）13:00~16:00
【従事者人数】10 名

ロクハ荘

【受益対象者の範囲及人数】170 名

A. 活動実績

収支報告書

収入

支出

3月20日 ロクハdeあそぼう
項目
イベント協力金
主催者負担金
合計
yokko出演料
司会
業務委託費
材料費
合計

説明
金額
100,000 草津市コミュニティ事業団 ロクハ荘
5,770
105,770
30,000
20,000
50,000 NT、バルーン、スタッフ
5,770
105,770

B. 成果
ロクハ荘で高齢者の方対象に行っているスポーツボイスの 1 年間の締めくく
りイベントとして 3 月に何か一緒にやれないか？と話があり、昼間家にいる育
児中の親子と高齢者の交流の機会になればと受けた。ロクハ荘としても初めて
の試みで手さぐりでのスタートになったが、3 世代が集う楽しいイベントをみ
んなで作り上げることを目標においた。私たちがスポーツボイスを体験し、た
まっこのトロッコ人形劇を職員さんが視察し、お互いを同じ立ち位置で見ることから企画を詰めていった。当
日のプログラムでは「お客さんを作らない、みんなで作り上げる状況」をとにかく大事にして、一緒に桜の木
を作り、手話で歌い、スポーツボイスを踊った。参加者総数 180 名。0 歳から 94 歳まで。世代間を越えた交
流で大成功のイベントとなった。
＜参加者感想抜粋＞
・３世代が集まるイベント、ゆっくりと親子３人たのしめました。歌って、ゲームして、体を動かしてと盛り
だくさんのイベントでした。ぜひまた参加したいです！
・本当に楽しかったです！今まで参加したことのない感じで、親子だけのイベントとは違う楽しさがあった。
・スポーツボイスは久しぶりに運動した気がしました。また同じようなイベントをして欲しいです。・３世代
でこんなにたくさんの人が集まっていて同じ空間で同じイベントに参加出来て良かった。貴重な体験が出来
ました。また参加したいです。
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⑮AsMama

「地域コラボ計画」助成先団体に認定される

支援を必要としている人と支援したい人や事業者を繋ぐ場、仕組み創りを
おこなっている AsMama。友達や知り合いと送迎や託児を頼りあうアプ
リ利用を含む子育てシェアの仕組みを推進していこうと、経済的、心理的負担ゼロの「子育てシェア」という
考え方を地域で普及させることはとても大事であると考え、AsMama 助成先団体に応募。第一回助成先団体
（全３０）となった。
活動予定
４月

株式会社 Asmama 第１回「地域コラボ計画」応募・決定

５月

子育てシェアアプリの登録推進
育児サークル「たまっこ」内で Asmama の子育てシェアアプリの説明会・登録会

６月～３月 育児サークル「たまっこ」×Asmama （交流会）開催
期待される効果
ママが両親や夫以外で子育てを頼ることのできる相手を地域に見つけることができる。 子育てシェアのアプ
リを通じて託児をお願いすることで、預けることに対してのハードルをさげることができる。具体的に例えば、
美容院や健診など、緊急性の低い都合での託児をふだんからお願いできる関係づくりを地域で行うことで、万
が一の事態、例えば病気や災害時での助け合いをスムーズに行うことができると考えている。 子どもにとっ
ても親と離れ、親以外の大人と関わることで、多様な価値観を自然と身につけることができる。地域の中で親
以外の信頼できる大人をつくることができる。

⑯赤い羽根共同募金 使い道を選べる募金エントリーについて
『つかいみちを選べる赤い羽根募金』
寄付者が社会課題、地域課題を解決したい、と活動する団体を特定して、寄
付することができる取り組み。
募金活動期間

2018 年 1 月 1 日～3 月 31 日

募金活動場所

滋賀県内

寄付実績：1,175,372 円
本会事務費 100,000 円
加算助成金 200,000 円
差引送金額 1,275,372 円

⑰「イオン幸せの黄色いレシートキャンペーン」団体登録完了
幸せの黄色いレシートキャンペーンとは『イオンが地域への社会貢献活動を行
う「イオン・デー」
（毎月 11 日開催）に、地域で活躍されている「ボランティ
ア団体」などに対して地域のお客様とともに応援し、イオンがその活動に役立
つように物品を持って助成するもの。
登録期間 1 年間
上期

3 月 11 日～8 月 11 日、下期 9 月 11 日～2 月 11 日

年間 3 月 11 日～2 月 11 日

「イオンの店舗をご利用いただいたお客様より善意で投函された黄色いレシートの合計金額の 1％及び投函カ
ードによる贈呈額を、団体活動に役立てていただくため半年又は 1 年に一回、ご希望商品に交換し贈呈しま
す。
」というもの。
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２

事業実施に関する事項

（１）特定非営利活動に係る事業
定款の事業名

親子が相互に学

従事

実施

事業内容

実施場所

状況

①子育てサークル

月2回

者の
人数

玉川市民センター

9名

地域のネットワ
ークを強化する
事業

支出額

範囲及び人数

（千円）

未就園児とその

110

保護者／887

び合う場を提供
する事業

受益者対象者の

②母子分離サーク

月9回

草津市内 3 ヶ所

9名

未就園児／1122

ル

月2回

玉川まちづくりセン

3名

子育て中の親／

③ママのためのコ
ーラスサークル

ター
10 回

④ママのためのバ
男女の性差を超

ランスボール

えて相互理解を

⑤おとな TRY 部

123

207

エイスクエア―＆

2名

西和不動産
4回

1,261

市民交流プラザ＆

子育て中の親／

52

117
2名

草津まちづくり

子育て世代の親

66

子／66

深める事業
その他この法人
の目的を達成す
るために必要な
事業

（２）その他の事業
①西和不動産協賛：ハーフバースディー＆手形アート、茶話会
②イオンモール協賛：サマーフェスティバル

8 月 14 日～15 日

③草津市コミュニティ財団共催：ロクハ de あそぼ！

３

実施体制等に関する事項

（１）総会の開催状況
総会区分
通常総会

(A)開催日時

(B)開催場所

(C)出席者等

議事内容

2017 年 5 月 27 日（土）10 時

2016 年度事業報告、会計報告、

草津まちづくりセンター

2017 年度事業計画案・会計予算

11 名出席、17 名委任状

案

（２）理事会の開催状況
理事会区分

定例理事会
4月

定例理事会
5月

(A)開催日時

(B)開催場所

議事内容

(C)出席者等
（Ａ）平成 29 年 4 月 8 日（土）
（Ｂ）草津まちづくりセンター
（Ｃ）理事総数 9 人

・ギネス世界記録に挑戦について
・平成 29 年度総会及び事業計画について
・西和不動産講演会について
・
「NPO エンパワープロジェクト助成金」について

・布引マルシェ、くさつハロウィンについて
（Ａ）平成 29 年 5 月 14 日（日）
・滋賀大学 学び直し塾について
（Ｂ）フェリエ南草津
・西和不動産講演会について
（Ｃ）理事総数 9 人
・平成 29 年度総会にむけて
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定例理事会
6月

定例理事会
7月

定例理事会
8月

定例理事会
9月

・モデルロケット教室事業について
（Ａ）平成 29 年 6 月 18 日（日）
・布引マルシェ、くさつハロウィンについて
（Ｂ）フェリエ南草津
・リンクアドバンスビジネス講習について
（Ｃ）理事総数 6 人
・アニコーさんとコラボぶつぶつ交換会について
・くさつハロウィンについて
（Ａ）平成 29 年 7 月 15 日（土）
・8 月イオンモール草津イベントについて
（Ｂ）フェリエ南草津
・おとなトライ部について
（Ｃ）理事総数 8 人
・ぶつぶつ交換会について
・キーパーソン 21 について
（Ａ）平成 29 年 8 月 30 日（土）
・ロケット教室について
（Ｂ）ココヤシカフェ
・リンクアドバンスについて
（Ｃ）理事総数 8 人
・イビューサ活動への参加について
・NPO エンパワープロジェクト助成金
（Ａ）平成 29 年 9 月 13 日（水）
大阪 NPO センター勉強会について
（Ｂ）フェリエ南草津
・倫理法人会講話について
（Ｃ）理事総数 6 人
・くさつハロウィンについて
・助成金の申請について

定例理事会
10 月

（Ａ）平成 29 年 10 月 1 日（日） ・立命館 SDGs バルーンについて
（Ｂ）フェリエ南草津
・くさつハロウィンについて
（Ｃ）理事総数 6 人
・西武ママフェスについて
・キーパーソン 21 について

定例理事会
11 月

・キーパーソン 21 について
（Ａ）平成 29 年 11 月 5 日（日）
・赤い羽根共同募金について
（Ｂ）フェリエ南草津
・布引マルシェについて
（Ｃ）理事総数 7 人
・オヤノミカタについて
・各サークル来年度募集について
・ロケット教室について

定例理事会
12 月

（Ａ）平成 29 年 12 月 3 日（土） ・NPO エンパワープロジェクトについて
（Ｂ）フェリエ南草津
・KMP パンフレットについて
（Ｃ）理事総数 7 人
・エイスクエア空スペースについて
・生協協賛について
・キーパーソン 21 法人契約について

定例理事会
1月

（Ａ）平成 30 年 1 月 6 日（土）
（Ｂ）フェリエ南草津
（Ｃ）理事総数 8 人

・赤い羽根共同募金について
・KMP パンフレットについて
・クサツサイクルフェスタについて
・クサツサイクルフェスタについて

定例理事会
2月

（Ａ）平成 30 年 2 月 11 日（日） ・ロクハイベントについて
（Ｂ）ココヤシカフェ
・アズママについて
（Ｃ）理事総数 7 人
・赤い羽根共同募金について
・田中くん二次会について

４ 社員、支援者等に関する事項
(1) 会員等の状況
会員区分

会員数

正会員

38 名

賛助会員

55 名

うち

・個人会員

13 人

・団体会員

5 団体

・企業会員

7社
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<追記＞

■その他、協力事業
① 世界に挑戦！草津川 de 愛彩菜実行委員会協力
② くさつハロウィン 2017

実行委員会協力

2017 年 4 月 23 日（日）888 名ギネス記録達成

2017 年 10 月 29 日

③ 西和不動産「頭のよい子が育つ家」セミナー

協力

2017.6.6 in 草津市民交流プラザ

④ 循環型社会創造研究所えこら共催「すっきりマーケット・ぶつぶつ交換会」

2017 年 7 月 22 日

⑤ 布引マルシェ
⑥ サイクルフェスタ実行委員会協力

2018 年 3 月 25 日

■理事の研修等参加実績
①ＮＰＯ若人エンパワープロジェクト
②2017年度学び直し塾

吉川真実

草川愛

③2017年度ＥＴＩＣアメリカンエキスプレスサービスアカデミー2017

堀江尚子

2017年7月2日～4日 2018年2月1日

サポーター企業の皆さま
ご支援ありがとうございます
オフィス 3838 近江証人編集部

サカスク滋賀

生涯教育（株）

生活協同組合コープしが

西和不動産販売（株）

（株）匠工房

（株）ビバ
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