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■名称 認定特定非営利活動法人子どもと文化のひろば ぷれいおん・とかち

■所在地 北海道帯広市西20条南5丁目18‐2

■役員 理事⾧ 今村 江穂／理事 15名／監事 2名

■会員数 【正会員】138世帯 415名
会費 就学前世帯または小学生以上1人:1,200円/月

就学後世帯 :2,200円/月
【サポーター会員】 個人83名／法人36件

サポーター会費 個人 一口 3,000円/年
法人･団体 一口 10,000円/年

※2019年8月末現在

■事業内容 ・芸術文化体験事業
・生活文化体験事業
・子育て支援事業
・地域ネットワークづくり事業
・広報誌発行事業

1973年に「十勝おやこ劇場」として創立し「帯広西おやこ劇場」
を経て2006年NPO法人化、現在の名称に変更。2018年北海道よ
り「認定NPO法人」として認定されました。地域の子育ち親育ち
の拠点として幅広い活動を行っています。

幼児期から大きくなっていく
過程を見守ってくれる大人
がたくさんいる

子どもにとって
学校・部活・習い事以外の
安心できる居場所

自分の子だけでなく
よその子の成長も
喜び合える仲間と
出会えるところ

子どもが親でも先生でもない
大人に相談できる場所

特に何もしてない自由時間が
楽しくて好きです
（大人はすみっこで何か作業
していた） 14才

※会員アンケートより抜粋

01 02



子どもも大人も
いっしょに笑う、いっしょに驚く。

感じて欲しいのは、
ひとりじゃない楽しさと心強さ。

子どもを真ん中にした
心地よいつながり。

現代社会に失われつつある
大家族のようなにぎわいが
ここにあります。

あなたはどんな子ども時代を
過ごしましたか？

どんなあそびがあなたを育てて
くれたでしょうか。
未来を担い、今を生きる

子どもたちの「あそびたい」を
応援します。

ぷれいおんが

大切にしている

３つのコト
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子どもが育つ時、あそびは欠かせない大事な
栄養素。子どもの頃にしっかりあそび込んだ
子は、学ぶ意欲や社会性が身についていきま
す。子どもたちと一緒に豊かなあそび環境を
創り出すことは私たち大人の責任だと考え、
乳幼児～高校生まで年齢に合わせた様々なあ
そび場づくりに取り組んでいます。

身近な家族や友だちと一緒にどきどきワクワ
クの感動を共有する体験が、人への信頼感や
想像力、豊かな人間性を育てます。ぷれいお
ん･とかちは、十勝で唯一プロのアーティス
トによる子ども向けステージを専門に企画・
上演している団体です。子ども時代に届けた
い選りすぐりの上質な舞台は、十勝では得難
い本物の体験です。

帯広市の子育て支援事業の一つである「帯広フ
ァミリーサポートセンター」受託運営、乳幼児と
親のためのあそびと学びの場「プレイセンタ
ー」等、家族以外の地域の人や仲間とのつな
がりが子育ち親育ちを支えます。学び合い育
ち合える関係が子育てを楽しくします。

「ワンオペ育児」という言葉に象徴されるよ
うに、子育て中の母親の孤立や育児負担は社
会問題化しています。ぷれいおん・とかちでは
子どもを真ん中に多様な人たちが関わって日
々交流しています。ゆっくりと育まれていく
たて・よこ・ななめのゆるやかなつながりが
「みんなで子育て!」を支えています。

スマートフォンやSNSの普及により、いつで
もすぐに育児情報が得られるようになりまし
た。それにも関わらず子育て中の母親の不安
感は増すばかりです。ぷれいおん･とかちでは
時代が変わっていく中でも決して変わること
のない「子育ての文化～受け継がれてきたも
の～」を発信しています。

「みんなで子育て」を子育て支援のキーワードに!
子育て支援事業

「子育ての当たりまえ」を十勝に広めたい!
地域ネットワークづくり事業

広報誌発行事業
どうしても伝えたい!子育てに本当に必要なこと

子ども時代を、もっともっとあそぼう!
生活文化体験事業

十勝の子どもたちに、本物の舞台鑑賞をもっと!
芸術文化体験事業
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小・中・高校生のあそび

あそび屋かるちゃー
●年６回 ●小・中・高校生向け
若手社会人や大学生による、キャンプ・合
宿などの宿泊型あそび企画。若者ならでは
の発想が光るユニークなあそび場で、学校
や部活動以外の仲間づくりの場です。

こども参画

子供連合協議会（ＣＵ）
●小学３年生以上
子どもが主役となって自分たちのあそびを創り出す
活動。今年度は「ハロウィンパーティー」や「スポー
ツ企画」に取組みました。

とことんあそぶ！

森のこどもらんど
「あそびは生きる力に!」をコンセプトに
森の中で多様なあそびを体験できる１日。
地域の学生にボランティアとして参加しても
らい、異年齢交流の場ともなっています。

子育てひろば いっぽっぽ
●毎月１回 ●０～３才の親子向け
おみせやさんごっこ、ハロウィンパーテ
ィー、音楽タッチセラピー、お正月あそ
び、わらべうた、電車ごっこなどスタッ
フ手作りのアットホームなひろばです。

森のあそび場づくり

あそびの森のあしあとづくり
●隔月 ●幼児～大人向け
帯広の森・はぐくーむと協働で、帯広の森の一角
に「あしあとの森」と名付けた森のあそび場をつ
くっています。多世代で自由に、ゆったりと楽し
める活動です。

親子自然体験プログラム

はらっぱくらぶ
●季節ごと年４回 ●幼児～大人向け
自然の中でセンスオブワンダー（自然
の不思議に目をみはる感性）が磨かれ
ます。十勝の大自然に触れて心も身体
もたくましく!

異年齢・多世代 百人一首大会
子どもから大人まで楽しめる『ぷれいおんルール』を設け
北海道伝統の下の句カルタの対戦を繰り広げます。前身お
やこ劇場から毎年継続し、第30回目の節目でした。

よく学び！よく遊べ！寺子屋ぷれいおん
冬休みと夏休みの年2回開催。勉強・お昼ごはん・あそび
を異年齢の仲間と一緒にワイワイ楽しみます。

室内あそびのひろば

りとるびーんず
●年４回 ●幼児～大人向け
家ではできないちょっと特別なあそび体
験。自由に表現することを楽しもう!
内容:折染め、お茶会、絵本作り、表現
ワークショップ

あそぶ・体験する 子どもは遊んで育つのだ！
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プレイセンター にじっこ

●毎週水・金 ●０～３才の親子向け
ニュージーランド発祥の乳幼児と親のためのあそび場。
子どもの自由なあそびと、それを見守り一緒に遊び、学
び合う親たちの自主運営による活動です。親が子育ての
知恵・スキルを学ぶことで不安が解消され、親としての
自信や、子育てを楽しむ力が備わっていきます。

帯広ファミリーサポートセンター 帯広市委託事業

平成30年度（4月～3月）は総会員数641名（対前年+21名）の登録となりました。
援助件数は1096回（同+230回）となり、年々地域の子育て支援の一つとして定着
してきています。今後も❝子どもは地域の宝物、みんなで子育て!❞を広めるべく、
地域の皆様のご理解とご協力をよろしくお願いします。

子育て支援 子育てをもっと楽しく！

「私見てるから大丈夫だよ!」自分の子だけでなくよその子たちも「お互いさま」で見合います。

親にもそれぞれ役割があること、意見を求められることで「自分が認められている」と感じられるようになります。

どうして？ 子どもに舞台が必要なワケ

その場の人々と喜怒哀楽の感情を共有する体験は、共感力やコミュニケーショ
ン力を育てます。また、人形劇や芝居は、子どもの想像力で物語が広がってい
きます。想像力は、他者への思いやりや、考える力を伸ばし、子どもが生き
生きと子ども時代を生きる大きな助けになるでしょう。舞台の感動が「日常の
あそび」へと発展するのも大きな魅力です。

１１月『おおかみゴンノスケの腹ペコ日記
今夜は食べほうだい』/人形劇団えりっこ

１０月『ザ・ニュースペーパー』
/TNPカンパニー

７・８月『しし丸どっか～ん』
/劇団うりんこ

４月『中世・ルネサンス音楽会』
/カテリーナ古楽合奏団

舞台をみる 届けたい！このライブ感♪

※実行委員会主催

子育てをサポートしてほしい 子育てをサポートしたい

ファミリー
サポートセンター

利用会員 提供会員

十勝での公演がついに実現。古楽器が奏でる素朴
で個性的な音色は会場を魅了しました。洗練され
た踊りにも想像力をかき立てられました。

おおかみがうさぎにな
りすまして…!?子ど
もたちはドキドキ・わ
くわく、ファンタジー
の世界を存分に楽しみ
ました。

ニュースをネタに、笑
いの中に見え隠れする
社会風刺が見どころで
した。中高生が政治に
触れるきっかけにもな
ると好評です。

４月『あぶないふたり』
/人形劇団クラルテ

４月『やもじろうとはりきち』
/くわえぱぺっとステージ

笑いの中にも人間の本質
や温かみが描かれたハー
トフルなステージ。熟練
の技と深みのある演出は
秀逸でした。

ヤモリとハリネズミの
友情を描いた作品。新
学期のこの時期に、子
どもたちへのエールを
込めて上演しました。

学童期の子どもたちが肩の力を抜いてお腹の底か
ら笑って楽しめるように製作されたという作品。
元気いっぱいの笑顔が会場中にあふれました。
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子育てひろば
いっぽっぽ

「ご近所付き合い」が失われて久しい現代。そ
れは子育て家庭を孤立させ、子育ち親育ちを難
しくしています。ブロック交流会は「ぷれいお
ん版・ご近所付き合い」。地域ごとに集まって
大人も子どもも交流を楽しんでいます。

エリアに分かれて家族のような関係に

ブロック交流会

■帯広市委託事業「帯広ファミリーサポートセンター」運営（2013年～）
■芽室町「めむろ子どもと人形劇を楽しむ会」（行政・他団体と協力）（2000年～）
■十勝毎日新聞社子育てWebサイト「とかち子育て応援ラボ」子育てコラム執筆（2015年～）
■帯広市児童保育センター（2エリア）:夏休み学童鑑賞事業（2004年～）
■森のあそび場づくり「あそびの森のあしあとづくり」帯広の森・はぐくーむ共催（2018年～）
■その他、行政やNPOとの連携、ラジオ、情報誌等への協力、地域や学校での「おはなし会」

活動等

地域とつながる

ぷれいおんでは、年齢に合わせたあそびや体験の場があります。様々な世代が一緒にな
って、子どもたちの成⾧を見守っていくために、ずっとつながっていける場をめざして
活動しています。

あそびっこ
異年齢の自由なあそび場

ごちゃまぜスポーツ
体育館でのびのび遊ぼう!

サポートサロンWITH
子育て一段落世代が応援します

ブロック会

図書部

文化部

あそび屋かるちゃー

CU

親子自然体験プログラム はらっぱくらぶ

室内あそびのひろば りとるびーんず

森のあそび場づくり あそびの森のあしあとづくり

舞台鑑賞

０才 幼児 小・中・高校生 大学生・社会人 子育て世代 先輩世代 祖父母世代

いつでも仲間を集め、趣味や興味のあることを通して交流・リフレッシュすることが
できます。ヨガ・あそび・スポーツ等、人と人とが気軽につながり合える場所です。

みんなで何かやろうよ サークル活動

絵本や本に関する情報の交換や、おはなし会のための
道具、作品づくりなどを行うほか、おすすめの本等を
紹介した広報誌「かがり火」を発行しています。

本好きが集まって交流 図書部

子育て講演会・ママトーク 文化部

子育て世代の「知りたい・学びたい」に応えて子育
てに必要な「学びの時間」を提供。講演会や子育て
に関するママトーク会を開催しています。

つながる 赤ちゃんから、祖父母世代まで。たて・よこ・ななめに交流中！

プレイセンター
にじっこ
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事業報告

決算報告

2018.9.1～2019.8.31

合計 延べ 5,954名

2018.9.1～2019.8.31

たくさんのご参加
ありがとうございました！

子育てひろば　いっぽっぽ
おみせやさんごっこ・ハロウィン・樹音さんのタッチセラ
ピー・クリスマス・お正月あそび・リズムあそび・うんどうあ
そび・わらべうた・電車ごっこ・色あそび・えんにち

11回延べ
　280名

室内親子あそび　りとるびーんず 折り染め・お茶会・森を感じて絵本づくり・表現WS
4回延べ
　132名

親子自然体験　はらっぱくらぶ 秋のちくだい散歩・そりあそび・川遊び
3回延べ
　　108名

森のあそび場づくり　あしあとの森
馬と一緒に森づくり・木こり体験・リースづくり・根っこ
掘り競争・アイスづくり・道づくり・草木染め等自由あ
そび

5回延べ
　　257名

小・中・高校生のあそび
あそび屋かるちゃー

秋合宿・スキー合宿・スキー合宿報告会・雪中アド
ベンチャー・超スーパーウルトラクイズ・夏のお泊り会・
高学年キャンプ

7回延べ
　181名

子ども参画　子供連合協議会ＣＵ
あそび企画に向けての会議　全11回
ハロウィンパーティー、スポーツ企画

延べ148名

第30回こどもらんど 2019.5.19「森のこどもらんど」＠帯広の森はぐくーむ 550名

寺子屋ぷれいおん
冬の寺子屋「ジャンボ書道」
夏の寺子屋「シルクスクリーン体験」

延べ82名

第30回百人一首大会 2019.2.24　下の句カルタとり 70名

『ザ・ニュースペーパー』TNPカンパニー 2018.10.19＠幕別町百年記念ホール 550名

『中世・ルネサンス音楽会』
カテリーナ古楽合奏団

2019.4.13＠音更町文化センター 125名

『あぶないふたり』人形劇団クラルテ
『やもじろうとはりきち』くわえぱぺっとステージ

2019.4.27＠帯広百年記念館
2019.4.28＠帯広百年記念館　２ステージ

131名
199名

『しし丸どっか～ん!』劇団うりんこ 2019.7.31～8.2　学童向け公演全５ステージ
延べ
978名

プレイセンターにじっこ
※帯広市市民協働のまちづくり支援事業

毎週水・金　71回
延べ

1,800名
帯広ファミリーサポートセンター
※帯広市委託事業

提供会員講習会（全6日）　年2回開催
会員交流会　年3回開催

延べ
139名

図書部
本の交流会2回
『かがり火　№54』発行

延べ34名

ママトーク・子育て講演会　文化部
2018.9.23
藤原敦美氏講演会「気になる子どもたちへの対応」

20名

伝
え
る

『コノコト』発行
流されない育児のためのワンテーマ情報誌

vol.３「スマホなしの子育て」
vol.４「早期教育の新常識」
帯広市・芽室町乳幼児健診時配布

各4,000部

あ
そ
ぶ
・
体
験
す
る

舞
台
を
み
る

子
育
て

支
援

『おおかみゴンノスケの腹ペコ日記
今夜は食べほうだい』　人形劇団えりっこ

2018.11.17＠帯広市保健福祉センター 170名

つ
な
が
る

科　　目 金　額 科　　目 金　額

 【流動資産】  【流動負債】

  現金・預金 2,295,341 　未　払　金 77,769

   前払　費用 60,000 　前　受　金 274,989

     流動資産合計 2,355,341 　預　り　金 60,205

 【固定資産】    流動負債  計 412,963

  （投資その他の資産） 負債合計 412,963

   敷　　　金 60,000 

     固定資産合計 60,000  【正味財産】

  前期繰越正味財産額 1,990,856

  当期正味財産増減額 11,522

   正味財産　計 2,002,378

正味財産合計 2,002,378

資産合計 2,415,341 負債及び正味財産合計 2,415,341

資　産　の　部 負　債　・　正　味　財　産　の　部

正　味　財　産　の　部

貸　借　対　照　表 2019年 8月31日 現在　（単位：円）
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科目 細目 14期決算

【経常収益】

  【受取会費】 正会員受取会費 2,787,400

  【受取寄付金】 サポーター会員寄付金 1,017,000

その他寄付金 269,137

  【受取助成金等】 助成金収入 331,285

  【事業収益】 芸術文化体験事業収益 1,951,150

生活文化体験事業収益 983,300

子育て支援事業収益 43,500

ファミリーサポート事業収益 4,818,400

地域ネットワークづくり事業収益 182,050

  【その他収益】 雑収益 13,499

        経常収益 　計 12,396,721

【経常費用】

  【事業費】 給与/法定福利費 4,715,098

諸謝金 1,070,050

印刷製本費 661,251

会議費 252,053

旅費交通費 952,525

通信費 513,780

備品消耗品費 248,567

会場費 76,074

広告宣伝費 70,800

地代家賃 648,000

水道光熱費 279,917

保険料 182,406

イベント諸経費 335,297

諸会費 57,000

研修費 75,950

雑費 15,491

事業費計 10,154,259

  【管理費】 給与/法定福利費 1,779,875

その他経費 451,065

          管理費計 2,230,940

            経常費用   計 12,385,199

      当期正味財産増減額 11,522

      前期繰越正味財産額 1,990,856

      次期繰越正味財産額 2,002,378

広報誌発行、プレイ

センター､森の活動に

助成を受けました

劇団への上演料が主

な支出です

運営委員、各事業の

ボランティアスタッフの

交通費です

全国各地からのプロの

劇団招へい旅費や、

スキー、キャンプ等の

旅費です

総会経費、寄付者・

会員向け通信費、税

理士相談料等に支

出しました



十勝毎日新聞 2018.12.19 理事長 今村 江穂
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認定NPO法人ぷれいおん・とかちへのご寄付は
税制優遇の対象となります
ぷれいおん・とかちは、北海道より「認定NPO法人」の認定を受けました
高い公益性と健全な運営・経営体制であるか等の厳しい条件をクリアし、十勝
初の認定NPO法人として、2018年7月26日より5年間の認定となりました。安
心してご寄付いただけるNPO法人として今後とも地域の子育ち・親育ちの活動
を継続・発展させていきます。

個人の寄付金の税額控除は最大50％の減税となり、法人については損金算入限
度額の枠が拡大されます。また相続財産を寄付すると、その分の相続税が非課
税になります。

※お電話・メールを頂ければ、ゆうちょ銀行料金加入者負担の払込書をお送りします。

認定NPO法人子どもと文化のひろば ぷれいおん・とかち
【 住 所 】 北 海 道 帯 広 市 西 20 条 南 5 丁 目 18 － 2
【Tel＆Fax】0155‐36‐0560（平日 10時～15時）
【e‐mail】info@play‐on‐tokachi.net
【web】http://www.play‐on‐tokachi.net

個人サポーター 一口 3,000円/年
法人サポーター 一口 10,000円/年

■ご寄付の方法

ぷれいおん･とかち事務所まで直接お届けください。
ご連絡いただければ集金に伺うこともできます。

Ｗebサイトかお電話・メールにてご連絡の上、下記口座あてに
お振込みください。

■帯広信用金庫 中央支店（店番号002） 口座番号:（普通）0135371
特定非営利活動法人子どもと文化のひろばぷれいおん・とかち理事今村江穂
トクヒ）コドモトブンカノヒロバプレイオントカチリジイマムラミズホ

■ゆうちょ銀行 二七九（ニナナキュウ）店 当座0050014
ゆうちょ銀行間の場合、02780－2－50014 ぷれいおん･とかち

現金

振込

少子核家族化、地域コミュニティーの希薄化
に加え、子どもの貧困や電子メディアの爆発
的普及などが子どもたちの生活にさまざまに
影響を及ぼしています。特にあそびの「空間
・時間・仲間」の減少は深刻です。
ぷれいおん・とかちは、様々な活動を通して
子どもたちが笑顔でいられる地域社会を目指
します。一緒に応援してくださるサポーター
の皆様をいつでも募集しています。

□正会員 １３８世帯
□法人・団体サポーター会員 ３６件
あおばクリニック (株)animato家庭保育園ひだまり
(医)いしだ内科・循環器科 石橋農場 印刷屋ボーダー
エステティック美萌 FM-JAGA 大和田心療内科
(医)おびひろアート矯正歯科 (株)帯広公害防止技術センター
帯広信用金庫 おびひろ清流歯科クリニック
学研森の里・めむろ教室 鎌田歯科医院 栗林建設(株)

(医)慶愛病院 (有)三明 (医)しのはら歯科医院 柴多歯科医院
つがやす薬局 てあてやさん (株)ティーケーコーポレーション
デジタルグラフィックス(株) (株)ドリームポーク
(株)ナリタック 西岡建設(株) 人形劇団えりっこ
ハウジングオペレーション(株) (株)ビルテクノス
フラ・ハーラウ・ピュアレイ (医)北斗
みなみ町こどもクリニック 芽室幼稚園 やよい乃湯
横手内科クリニック ロマンスベーカリ―

□個人サポーター会員 ８３名 2019.8.31現在（敬称略）
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