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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。
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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 14名／監事 2名

■会員数 【正会員】140世帯 419名
会費 個人会員:1,200円/月

家族会員:2,200円/月
※未就学児世帯に割引あり

【サポーター会員】 個人77名／法人33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
※2020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



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
整える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、豊かな人間性を育みます。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企画・上演し
ている団体です。選りすぐりの上質な舞台を
子どもたちに届け続けています。

子育ち親育ちを支えるために、地域の人と人
とがつながり合える場「帯広ファミリーサポート
センター」を受託運営しています。「プレイセ
ンターにじっこ」では、スーパーバイザーの
支援のもと、乳幼児の親が自由な遊びの場と
学び合いの場を自主運営しています。

「ワンオペ育児」という言葉に象徴されるよ
うに、子育て中の親の孤立や育児負担が社会
問題化しています。ぷれいおん・とかちでは子
どもを真ん中に家族ぐるみで様々な体験を共
有しながら、たて・よこ・ななめのゆるやか
なつながりを築き、子育てを楽しく変えてい
きます。

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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子ども時代を、もっともっとあそぼう!
生活文化体験事業



小・中・高校生のあそび

あそび屋かるちゃー
●５回実施 ●小・中・高校生向け
若手社会人や学生企画によるユニークなあ
そび場。43年続いてきた高学年キャンプが
コロナ禍で中止に。秋の代替え企画に向け
高校生グループが立ち上がりました。

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「やって
みたい!」を実現できる活動。今年度は、
「クイズ企画」に取組み、達成感や仲間意
識を育みました。

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する一日
として準備を進めていましたが、新型コロナの影響により中止となりました。内
容を引き継ぎ、次年度に延期開催予定です。

子育てひろば いっぽっぽ
●３回実施 ●０～３才の親子向け
「おはなし会」「クリスマス会」「ボデ
ィペイント」を実施。スタッフ手作りの
アットホームなあそびのひろばです。

森のあそび場づくり

あそびの森の
あしあとづくり
●５回実施 ●幼児～大人向け
帯広の森の一角で〈あそび場〉〈森づくり〉
〈多世代交流〉をコンセプトに、場づくりに
取り組んでいます。
※協力:帯広の森・はぐくーむ

親子自然体験プログラム

はらっぱくらぶ
●１回実施 ●幼児～大人向け
今年度は「秋のふしぎ発見!」実施。帯
広百年記念館学芸調査員（当時）大熊勲
さんを講師に、たくさんの不思議と出会
う一日となりました。

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
時代から毎年継続している歴史ある活動です。（第31回）

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
●２回実施 ●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!
今年度は「藍染め体験」「羊毛ボールで
リースづくり」を実施しました。

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

帯広ファミリーサポートセンター 帯広市委託事業

令和元年度（4月～3月）●登録会員数 681名（対前年+40名／利用513、提供：133、
両方：35）●援助件数 1,201件（同＋105回）

2～5月の休校期間中は多くのサポート活動が中止となりましたが、必要な援助は会員双方の
了承のもと、感染防止対策を徹底し活動継続しました。市民同士の支え合い活動で“子どもは
地域の宝物、みんなで子育て”の意識を広めています。

子育て支援 子育てをもっと楽しく！

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、その後の人生を支える大きな力になるでしょう。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。

2019.11月『太郎くんとまっすぐおばあさん』/糸あやつり人形劇団みのむし（京都府）

舞台をみる 届けたい！このライブ感♪

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

太郎君の夏休みを描いた作品。レト
ロで奇想天外なストーリーと、テン
ポ感のある熟練のお芝居に、会場全
体が惹き込まれました。

※参加者アンケートより

2020.４月『糸による奇妙な夜』
『マリオネットの小さな作品集』
/人形劇団ココン（奈良県）

新型コロナ感染拡大防止のため中止。
子どもたちの楽しい体験の機会をこれ
以上無くしたくないという思いで、最
大限開催の可能性を探りましたが、会
場条件等により、止むなしの判断でし
た。

2020.８月『あそぶあそび!』
/こまのたけちゃん（東京都）
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令和2年度社会福祉振興助成事業（WAM助成）

●毎週水・金 ●未就学児の親子向け
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。
新型コロナによる活動休止中にも、通信配布でお互いの状況を発信し合うなど、親が孤立し
ないような工夫も行いました。

子育て講演会を6回実施 子育てについて「学び」の時間 遊び込める環境づくり

令和元年度帯広市市民協働のまちづくり支援事業

3歳の息子が楽しかったと喜んでいました。息子の目に
は不思議で面白い光景が広がっていたことでしょう。仕
事上、遠出旅行にはなかなか連れていってあげられませ
ん。身近な所での開催、ちょっとだけ特別なひと時を息
子にプレゼントしてあげられたので嬉しいです。(大人)

おばあちゃんが道に迷
って、どんどんボロボ
ロになったところが面
白かった。（小１）

※参加者の声より にじっこに来る前は支援センター４つを
掛け持ちしていた。いつもイベントが準
備されていてやってもらう側だった。に
じっこの活動では“お膳立てしてもらう”こ
とがなく、受け身だった自分が変われた
。子育ても同じで「誰かにやってもらう
んじゃなくて、自分たちで楽しみを見出
していくんだ」という発見があった。コ
ロナで自粛中も「娘と二人で何か楽しい
ことできないかな」と考えることができ
た。

定期的に会う仲間ができて母子と
もに居場所ができた。子育ての悩
みをタイムリーに聞いてもらい助
けられた。
他の場所だと、子ども同士のトラ
ブルで謝ってばかりいないといけ
ないけどにじっこでは「みんなで
見守る」スタンスがあるので安心
して参加できる。



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。ぷれいおんでは、地域ごとに
集まって大人も子どもも多世代で交流を楽しん
でいます。今年度はコロナ禍で思うように活動
ができず、人と人とがつながり合う活動の重要
性・必要性を改めて考える機会になりました。

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～）
■森づくり活動「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。

PU
父親・男性会員による交流や、
企画のサポート等を行います。
（2回実施）

ごちゃまぜスポーツ
体育館でのびのび遊ぼう!
小学生～高校生に人気の活
動です。（4回実施）

サポートサロンWITH
子育て一段落世代が応援します。
・百人一首大会主催
・イベント時昼食担当など

ブロック会

図書部
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。
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

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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0歳～70代まで色
々な世代が集ま
り子育ての相談
など多世代・異
年齢交流ができ
る場所。

ブロック会ってどんなところ？ 参加者
の声より

本好きが集まって交流 図書部

ぷれいおんの活動を未来につなげていくために、資金を生み出す活動や共感してく
ださる方を増やすための活動を行っています。サポーター会員様への郵便物発送作
業のほか、寄付付き体験会やバザーなど、楽しみながら活発な取り組みを進めてい
ます。

ぷれいおんの“ファン”を増やしたい ファンドレイジング部

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、おすすめの本を紹介した広報
誌「かがり火」を発行しています。

大きい子どもが、
小さい子どもの面
倒を自然に見てる
。
少子化の今、とて
も貴重な経験だと
思い ます。



第15期事業活動報告 第15期 決算報告

2019.9.1～2020.8.31

合計 延べ 2,483名

2019.9.1～2020.8.31

ご参加
ありがとうございました！
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子育てひろば　いっぽっぽ
「お話いっぽっぽ」、「大きなクリスマスツリーづくり」、
「つくって遊ぼう昔のおもちゃ」、「わらべうた」(中
止)、「おはなし会」(中止)、「いろいろ色あそび」

4回延べ
50名

室内親子あそび　りとるびーんず
「藍染め体験」、「羊毛ボールでリースづくり」、「写
真絵本づくり」(延期)

2回延べ
　55名

親子自然体験　はらっぱくらぶ 「秋のふしぎ発見!」 13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、
薪割り」、「地図作り、アイスづくり」、「地図づくり」
(中止)、「馬と一緒に森作り、のこぎり体験」、「ネイ
チャーゲーム、草木染め」

5回延べ
　　270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」、「夏のお泊り会」、「高学年
キャンプ」(中止)

5回延べ
　95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6回
「お泊り会」

延べ65名

第31回こどもらんど 「森のこどもらんど」＠帯広の森はぐくーむ(中止) ー

寺子屋ぷれいおん
冬の寺子屋「アッキーと楽しむボールペンアート」
夏の寺子屋

延べ65名

第31回百人一首大会 2020.2.23　下の句カルタとり 41名

『糸による奇妙な夜』
『マリオネットの小さな作品集』
/人形劇団ココン

中止 ー

『こまのたけちゃんのあそぶあそび!』 中止 ー

プレイセンターにじっこ
※令和元年度帯広市市民協働のまちづくり支援事業

※令和2年度社会福祉振興助成事業（WAM助成）

毎週水・金　合計78回　2/28～5/27休止
帯広の森はぐくーむ散歩(月2回)、子育て相談会5
回、子育て講演会6回

延べ
1,514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）2回開催
会員交流会２回開催

延べ
141名

つ
な

が
る

図書部 本の交流会「本deおやつ」 32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.5 「あそびの本質」
帯広市乳幼児健診時（7ヶ月・1歳半)配布

4,000部

あ
そ
ぶ
・
体
験
す
る

舞
台
を
み
る

子
育
て
支
援

『太郎くんとまっすぐおばあさん』
/糸あやつり人形劇団みのむし

2019.11.17＠札内コミュニティープラザ 142名

科目 細目 15期決算

【経常収益】

  【受取会費】 正会員受取会費 2,706,400

  【受取寄付金】 賛助会員寄付金 1,175,000

    その他寄付金 406,673

  【受取助成金等】 受取助成金 1,200,064

  【事業収益】 芸術文化体験事業収益 632,800

    生活文化体験事業収益 618,900

    子育て支援事業収益 82,280

ファミリーサポート事業収益 4,922,638
地域ネットワークづくり事業収益 39,280

  【その他収益】 雑収益 9,368

11,793,403 

【経常費用】

  【事業費】 給料　手当 4,162,035 

法定福利費 493,596 

諸　謝　金 308,600 

印刷製本費 499,289 

会　議　費 194,100 

旅費交通費 735,784 

通　信　費 363,503 

備品消耗品費 750,217 

会　場　費 32,180 

広告宣伝費 49,800 

地代　家賃 648,000 

水道光熱費 240,125 

保　険　料 235,432 

イベント諸経費 479,703 

諸　会　費 60,000 

研　修　費 105,618 

業務委託費 145,000 

雑　　　費 11,570 

　　　　事業費　計 9,514,552 

  【管理費】 人件費 1,762,125

    その他経費 514,780

       管理費  計 2,276,905 

11,791,457 

      当期正味財産増減額 1,946 

      前期繰越正味財産額 2,002,378 

      次期繰越正味財産額 2,004,324 

　　　　　　　　　経常収益 　計

　　　　　　　　　経常費用　計

プレイセンター､森の活

動に助成を受けました

主に帯広市委託費です

運営委員、各事業のボ

ランティアスタッフの交通

費です

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

助成金でおもちゃや収

納棚等を購入しました

森の活動の馬搬経費が

主な支出です。

劇団への上演料が主な

支出です

活動計算書

貸借対照表 2020年8月31日現在 （単位：円）

科　　目 金　額 科　　目 金　額

 【流動資産】  【流動負債】

  現金・預金　計 2,543,293 　前　受　金 1,060,056

　（売上債権） 　預　り　金 7,412

　 未収金 309,238    流動負債  計 1,067,468

　（その他流動資産） 負債合計 1,067,468

　 貯　蔵　品 99,261 正　味　財　産　の　部

   前払　費用 60,000  【正味財産】

流動資産合計 3,011,792   前期繰越正味財産額 2,002,378

 【固定資産】   当期正味財産増減額 1,946

  （投資その他の資産）    正味財産　計 2,004,324

   敷　　　金 60,000 正味財産合計 2,004,324

固定資産合計 60,000 

資産合計 3,071,792 負債及び正味財産合計 3,071,792

資　産　の　部 負　債　・　正　味　財　産　の　部
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今を生きる子どもたちに伝えたいメッセージ
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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。信頼できるNPO法人
として、今後も地域の子育ち・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）

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

□正会員 140 世帯
□法人・団体サポーター会員 34 件
あおばクリニック (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 大和田心療内科
(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 音楽セラピー樹音
学研森の里・めむろ教室 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) 十勝三菱自動車販売(株)

(株)ドリームポーク (株)ナリタック 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 北海道の小麦パン里のあかり
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 78 名 2020.9月現在（敬称略）

17 18

コロナ禍において人と人とのコミュニティー
が大きく減少しています。子どもの育ちに不
可欠な自由なあそび。そのための「時間・空
間・仲間」づくりが一層求められています。
親の育児不安に寄り添うことも大切な地域課
題の一つです。子どもたちのより良い未来の
ために、私たちの活動に賛同し応援してくだ
さるサポーターを募集しています。皆さまの
ご支援をよろしくお願い致します。

●書き損じハガキ・未使用の切手
お手数ですが直接お届け頂くか、事務所あてにお送りください。

単発のご寄付として、遺産、相続財産や、企業のCSR活動の一環によるご寄付も
随時受け付けております。

●毎月11日「イオン幸せの黄色いレシートキャンペーン」
イオン帯広店で受け取った黄色いレシートを、店内備え付けのぷれいおんの
BOXに投函していただくことで、レシート合計額の1%分がぷれいおんに寄付されます。

その他のご寄付


