
ＮＰＯ法人キッズ＆子育て応援隊 MerryTime 

    

平成 28年度事業計画書 
 

事業計画 ＜平成 28年 4月 1日から平成 29年 3月 31日まで＞                          

 

１．総合子ども館         事業費 11,572,263円  

 
 
 
 
 
 
 
 
【目的】 多様な年令の世代が集える『場』を提供するため、事業の見直し、統合を図る。 

大人も子どもも共に成長していく。 
【年度の方針】 

① 子ども館としての『場』を有効

に活用し、収益を生み出す仕組

みを構築する。総合子ども館の

人事を刷新。4月より事業部長

兼子ども館長を置き MerryTime

の事業全体を見すえた運営に

着手。わくわく子ども村とわん

ぱくらんど箕面を 1つの大きな

事業体とみなす。 
② 活動の根本である、『子ども観』

や『活動の方向性』など、スタ

ッフの間で共有できるように

する。 

③ 多くのスタッフがプログラム

や子ども村の運営に関わる仕

組みを作る。（人材育成） 

 
①わんぱくらんど                                          
【目的】   子ども同士の人間関係が希薄になる中、親から離れて初めて社会に出る年齢に、意図的に異

年齢の集団をつくり群れて遊べる場を提供する。遊びを通してコミュニケーション力をはじ

め、人間力や運動能力の基礎を形成する。 

【年度の方針】大改革を行ったシステムが、どのように機能するかを見極めながら、総合的な子どもの活動

を支える場としての役割が果たせるよう、『預り』『延長』『おやこ』『あそび』などをキ

ーワードに活動を展開する。 

 

総合子ども館 

（わくわく子ども村） 

わんぱくらんど箕面 

わんぱくらんど延長 

（2歳~） 

 

一時預り 

（1歳半～） 

おやこのスペース 

（0歳～） 

子ども村（プログラム） 

（3歳～） 

曜日 曜日
時間 時間

9:00 9:00

10:00 10:00

11:00 11:00

12:00 12:00

13:00 13:00

14:00 14:00

15:00 15:00

16:00 16:00

17:00 17:00

18:00 18:00

19:00 19:00

わくわく子ども村の開館時間（9：00から19：00）は一時預かり（1歳半以上）を実施しています。
　　　　　　　　　　　時間外は応相談（割増料金となります）。

タイムテーブル

～長期休暇（春・夏・冬休み）～

水 木 金 土

～通常の活動～

月 火 水 木 金 月 火土

おやこのスペース

わんぱくらんど

子ども村

子
ど
も
村

子ども村
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【実施詳細】<通常活動> 室内外を問わず思い切り元気にあそぶ。遊びの中で、歩く・走る・のぼる・おり

るなど基礎的な運動能力を育てる。集団の中で人間力を鍛える。 

<特別活動> ・親子遠足（春・秋）：千里中央公園 箕面西公園 など 

  ・体育館あそび（稲スポーツセンター） 

  ・公園あそび ・クリスマス会 

・合同活動：しおんじ山あそび、観劇 人形劇（劇団ピピ） 

<延長保育> ニーズが高いので子ども村と連携しながらどこのグループも毎回利用できるよ

うに送迎などシステムを構築する。送迎スタッフをいかに確保するかが課題。 

 

 
②おやこのスペース  
【目的】 乳幼児とその親子、異年齢、多世代が参加しやすく居心地のいい居場所を作り提供する。 

わんぱくらんど延長児もいる中でのフリーなスペースをめざす。 

子育て中の居場所を提供。 

【内容】 乳幼児を連れた親子の居場所。異年齢、多世代が居心地よく参

加できる居場所を作り提供する。スタッフは基本見守る体制。

わんぱくらんど延長児もいる中でのフリーなスペース。 

 場 所：COM3号館 毎週月～金 12：00～15：00  

 参加費：無料 ティーコーナーもあり（100 円） 

 「ティーコーナー」、「オムツ替えコーナー」、雑誌等を用

意し、保護者にとっても交流ができ居心地よくすごせる場作

りをする。 
 

③一時預り                                            
【目的】 預け先がなくて困っている人、常勤ではなくてパートや単発の仕事をしている人にとっての受け

入れ先となり、子どもを預かるシステムを作る。 
【内容】 原則 9時から 19時までの間、１歳半以上の子どもを預かる。 

     スタッフ配置状況をみながら受け入れ人数を設定していく。 
 

  わんぱくらんど箕面 とよなか 

対 象 ２歳～就園前の幼児 

曜 日 / 期 間 月～金 (選択制） /  ４～３月（８月休み） 月・金 

回 数 年間６０回～１5０回 年間６0回  

活 動 時 間 １０：００～１２：００  

延 長 保 育 

１２：００～１５：００  

（最大１９：００まで延長可能） 

原則 COM3号館 

１２：００～１５：００  

（最大１９：００まで延長可能） 

月～木 COM3号館 

金曜日 野畑住宅街区記念会館 

主 な 活 動 場 所 

（ 公 園 等 含 む ） 

ＣＯＭ３号館２Ｆ 市民活動センター らいとぴあ 21 

東生涯学習センター等 公共施設 公園等 

府営豊中春日住宅集会所 

野畑住宅街区記念会館 
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④子ども村                                          
【目的】   幼児から小学生までが一緒にいられる居場所を提供し、子どもたちが自主的・能動的に活動

ができるよう伴走型サポートを目指して子どもの体験を広げる。大人も子どもも多様な人が

集える場にする。地域の様々な人とのネットワークを活かしたプログラムを展開する。 

【年度の方針】スタッフの関わり方に見直しをかけ、リーダーが 4時間をきち

んと回せるように…と、プログラムを 1 つ 1 つ丁寧に実施し、

内容は年度末までに検討し、精査していく。1年間で運営でき

るスタッフを育成し、受け入れ可能な人数を決定していく。地

域では、丁寧に関わりを持ち、更なるネットワークを築く。 

 

２．一時保育             事業費 219,527 円  

【目的】 講座やイベント、ミニ集会時の保育を担当することで、子育

て中の親の活動のサポートをし、同時に子どもにとってもス

トレスのたまらない安全で楽しい遊び場を提供する。 

【内容】 引き続き、箕面市からの保育は委託事業として従来通りの形

で実施。その他の保育依頼は、スタッフ不足の理由で一時休

止する。 

 

 

３．豊中事業            事業費 2,186,500 円  

【目的】①子どもを預かるだけでなく、今年度は父親のネットワーク作りや居場所を提供することで、結果

として母親も笑顔になれるようにする。地域での「子育て力」「つながり」が強くなり、次世代

を担う子どもたちが安心して育つ環境づくりの

一助とする。 

②豊中のスタッフが地域の事業を担えるよう育成

する。 

【内容】①子ども（幼児）の預かりわんぱくらんど豊中。 

月曜・金曜で年間 60回（8 月以外）。 

利用方法は定期利用とｽﾎﾟｯﾄ利用の両方可（登録制） 

基本は、午前中 2時間。金曜は、希望者は 15時ま

で預かり。 

 ②おやこのあそび場「もりもりわんぱく広場」 

開催場所：新千里西町会館 

③「パパの子育て寺子屋」事業 

（ネットワーク作り） 

平成 27年度からスタートした千里地域での父親

対象の事業の定着と発展を図る。 

場所：千里文化センター「コラボ」 

協力：にしおかパパねっと、赤ちゃんからの
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ESD、その他個人的協力者 

内容:ミニ講座と座談会にプラスお楽しみ企画（リラクゼーションなど） 

 《平成 27年度実績例》 

第 1回 平成 27年 12月 23日（祝） 

第 2回 平成 28年 3月 13日（日） 

平成 28年度は、3,4カ月に 1回程度開催し、参加者が継続的に緩やかにつながれるようなサポ

ートをしていく予定。（家族で参加も OK） 

 

4．キャリア関連           事業費 168,658 円  

（ア）子育てキャリア塾 mam  
【目的】 子育て中の母親たちが、仲間とともに学び、体験する中で、自己肯定感を高め、自己実現がで

きるような場を提供。（保育付） 

【内容】 子どもは 0歳児から預かり、子育て中の母親だけの活動。講座、

講習会、しゃべり場などの実施。 

 学び・癒し・楽しみ・体験などを意識し、様々な角度から新し

いプログラムを企画する。 

 MerryTime 会員以外にも参加を呼びかけるオープンスタイルで

活動。活動場所は MerryTime事務所。 

 プログラムを学期ごとに決定。SNS などで発信。  

【実施詳細】  ファシリテーター  髙宮 三千代・永谷 陽子  

 

 

 

 

 

（イ）スタッフ育成事業      
【スタッフ研修実施状況】 

 
 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

NO. 実施日 場所 内容 講師 

① 4/11 グリーンホール MerryTimeの目的・趣旨・事業内容について 永谷 陽子 

② 4/18 グリーンホール 「あそびについて・子育て支援の現状と課題 永谷 陽子 

③ 5/2 グリーンホール 「想像力（創造力）開発訓練」 永谷 陽子 

④ 未定 「発達に応じた接し方」 未定 

⑤ 各自 「救急安全講習」 消防署・赤十字・社協 

⑥ 各自 実習（３～４回）  

実施日 講座名

1 4/14 簡単手芸　手拭いをちくちく縫ってお箸袋を作ろう！

2 5/10 夫の子育てについて考える

3 5/24 カラーボトルで知る　わ・た・し　～色の不思議　自分が見えてくる
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５.地域・連携事業            事業費 1,111,909 円  
 

（ア）第 9回ゆめ☆まつり                                   
【目的】 子どもたちが自ら「まつり」に企画参加し、「まつり」を作り上げる楽しさを味わう。舞台の

イベントにも参加し、楽しむ。また、MerryTime のスタッフやその関係者が、通常の活動と違

った場面で違った活動や自己表現できる場とし、楽しみ、新たな活力を得る機会とする。 

【内容】 企画も活動の一部であるので年度の活動の中で企画・準備・実行する。 

【参加者】 MerryTime の会員、出演者及びその関係者（家族、友人等）。地域の人の出店。 

 当日の参加者は一般も対象。 

【実施日】 平成 28年 9月 3日（土）10:00～16:00 

【場所】 メイプルホール小ホール及びロビー 

 

（イ）もりもりわんぱく広場                              
【目的】  牛乳パックや段ボール、新聞紙などを使って思い切り遊べる場を提供し、わんぱくでの遊び

を体験してもらい、MerryTimeのあそびの特徴を感じてもらえる場とする。まだまだ知名度の

低い箕面市東部及び新千里西町で、「わんぱ

くらんど」の活動を知ってもらう。子どもた

ちの持っている力を十分に発散して遊ぶ場の

確保、また、保護者同士の情報交換、友だち

づくりの場を提供する。紙や文字では伝わら

ない、遊びの実体験の場と位置付ける。 

【内容】 ・既製のおもちゃを使わず、わんぱくらんどの

あそびを親子で体験してもらう。 

 ・読み聞かせ、製作、公園あそび、リズムあそ

び。イベントも開催。 

 ・予約なしで誰でも参加できる。 

   ・開催場所、曜日 

彩都 KJWORKSにて毎月第 2・4木曜日  

      豊中 新千里西町会館にて毎月第一火曜日 

     

 

（ウ）地域との連携                              
 

① 箕面東高校 

【目的】 「総合的な学習の時間におけるボランティア体験に係る生徒の受け入れ」の依頼を受

け箕面高校にて講義及び実習の協力をする。 

  【実施予定日】平成 28年 5月 31日（火） 6月 28日（火） 9月 6日（火） 

② 箕面市立第二中学校 

 【実施詳細】ボランティアタイム ７月 20日(水) 12月 5日（月）予定 

       文化祭 ９月土曜日の予定  
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（エ）他団体等との連携                                                     
 

① KJWORKS 

と Heartful  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 阪急阪神ゆめまちフェスティバル 

 【実施予定日】 平成 28年 8月 1日（月） ウォールペイント 梅田ハービスホール 

③ 成学社 

（オ）所属隊の活動                            
【目的】各スタッフが自分の所属をもち、所属ごとで情報を発信するので、団体内の情報が全体で共有でき

る。また、全体では人数が多すぎてコミュニケーションがとりにくいが、少人数の中で親睦を深め

られる。 

【内容】 ・イオンの黄色いレシートキャンペーンに月ごとに各隊で分担。  

4、5、6、7、9、11、12月参加。 

・あそび隊が中心となって親睦会を企画・準備。  

・なんでもし隊が中心となって牛乳パック積み木づくり。 

・つなぎ隊が中心となってバザーの準備。 

・ゆめまつりの担当を各隊で分担。 
 

（カ）広報                                
【目的】前年度に引き続き、うまく広報できていない部分である、MerryTime の活動の趣旨、社会貢献度、

ユニークさ等を、外部に向けていかに解りやすく伝え、共感者を増やしていくことを意識した、ツー

ルの選択、広報の方法などを検討、実施する。 
【内容】 ・つくり隊が中心となって「めりぃたいむす」 第 18・19号制作、発行。 

 ・HP、ブログ、FB に加え、メーリングリストの活用、メールマガジンの発行を予定。 

・アプリの活用と普及 

・パンフレットの新規作成 

・募集要項の精査 
 

（キ）法人設立 10周年記念プロジェクト                       
企画チームを立ち上げ、年度内に実施。 
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助成金申請状況    

【平成 28年度助成金の申請状況】 

  助成金タイトル 対 象 申請額 助成期間 内容等 

① 
イオン幸せの 

黄色いレシートキャンペ－ン 
MerryTime 寄付   

☆イオンお買物券 

H28年の活動に対して 34,500円分獲得

H28年度の活動費に使用 

② とよなか夢基金 豊中事業 130,000円 
H28年 4/1～ 

H28年 3/31 

☆130,000円獲得  

H28年度の活動費に使用 

③ 
Panasonic  

NPOサポートファンド 

MerryTime 

基盤整備 
145万円 

H28年 1/1～

12/31 
☆145万円獲得 

 

 Panasonic NPOサポートファンド               

【研修予定】 

 

 

 

 

 

 

【目的】 1994 年の団体設立から 21年、2007年法人化から 10年目。子ども好きの仲間数人で始めた、就

園前の幼児のあそび場「わんぱくらんど」。当時の子育て支援の主流は、親子一緒の活動であっ

たため、親子を分離して子どもたちが思い切り遊べる場を提供する形態のわんぱくらんどは、瞬

く間に人気が出てキャンセル待ちの状態に。以来、ニーズに応えてグループも担い手も増やして、

母親たちが活動できる「子育てキャリア塾 mam」、小学生の放課後居場所「わくわく子ども村」な

ど試行錯誤を重ねて活動を拡大してきた。 

 しかし、事業の拡大に伴い課題が出てきた。立ち上げメンバーを第一世代とすると、子どもを

預けていた保護者の中から趣旨に共感して活動に参加してくれたのが第二世代。この第二世代は

事業参加者が右肩上がりに伸び続け、いわゆる“わんぱくバブル”の時代に「ちょっとお手伝い」

「ちょっとアルバイト」のような感覚で登録した人も多く、MerryTimeらしさや NPOのミッショ

ン・ビジョン、などの考えについての共有は十分ではない。ここ数年、事業の方向性を決定する

にも意見が分かれ、うまくいっていた人間関係もズレが目立ち始め、団体の方向性が大きく揺ら

いでいる。 

以上から、第三者による組織診断により、組織の現状を見つめなおし中期的な視点から課題を明

確にし、次世代の担い手を育成することに焦点を当て、30代後半～40代後半の第二世代でミッシ

ョンやビジョンを共有して、誰もが理解できるよう明文化し、世代交代を見据え、第 3世代のス

研修 NO. 実施日 場所 内容 講師 

① 5/6 グリーンホール NPOとは？ 河合将生 

② 6/3 らいとぴあ 団体らしさを考えるWS 

シミンズシーズ 

③ 7/19 らいとぴあ 団体の目指す社会やすべきことを考えるWS 

④ 9/2 

未定 

団体の方向性を定めるWS 

⑤ 9/23 団体と自分のビジョン・ミッションを具体化するWS 

⑥ 
未定 

中期ビジョンを考えるWS 

⑦ 中期計画を考えるWS 
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タッフが確保でき、組織の活性化と MerryTimeらしさにあふれた事業の展開をめざし、人財・組

織基盤整備に取り組みたいと考えている。 

 

 通常総会                                       

●平成 28年度通常総会 

 日 時：平成 28年 5月 25日（水）13:00～15:00 

 場 所：中央生涯学習センター 
 

 理事会その他の役員会の開催状況                               

●平成 28年度第 1回役員会 

    日 時：平成 28年 4月 10日（日） 

 議 事： Panasonic NPOサポートファンド  
 

●平成 28 年度第 2回役員会 

 日 時：平成 28年 5月 25日（水）09：30～13：00 

 場 所：中央生涯学習ｾﾝﾀｰ 
    

●平成 28年度第 3回役員会 

    日 時：平成 29年 1月（予定） 
 

 MerryTime定例会                      

●平成 28年度定例会 5/26（木）、6/27（月）、7/25（月）、9/26（月）、10/25（火） 

      11/25（金）、12/22（木）、1/25（水）、2/27（月）、3/24（金）10回開催予定 

各事業及び、各所属グループの代表者が参加して活動を報告し、MerryTime全体で

情報を共有する。 

 

             


