
１.平成２８年度　事業報告

　高学年（小4-青年）は、高学年会議で決めた企画を各回20人前後の参加者で実施できた。子ど
も劇場でしかできないようなプログラムもあり、子どもたちには良い経験になった。しかしなが
ら、習い事や部活動などにより実行委員が継続して集まれず、活動時に子どもだけでの運営が難
しい状況も見られた。

　全体活動では、単独ブロックでの企画と複数ブロックでの合同企画がおこなわれた。所属人数
が少なくなったブロックでは単独での企画運営が難しくなっている。クリスマス会は、各ブロッ
クから担当者を出す実行委員会形式の企画となったこともあり、会員全員が協力して開催するこ
とができた。

　平成28年度は「事務局不在」という全国の子ども劇場でも例のない体制で活動した。事務局業
務から、鑑賞事務、会計事務、事務局手伝い、ホームページ等更新を別担当の業務とし、１年間
進めてきた。しかしながら、別担当にできなかった業務も多く、それらは三役会の業務となっ
た。

　新しい体制の中、おやこ活動世代の活発な意見交換が平成28年度の活動につながり、時世の考
え方や生活スタイルに合った宇都宮子ども劇場へ変化していきつつある。これも、子どもが卒業
した世代のバックアップがあるからこそ可能な変化である。全ての活動が、全世代の会員に支え
られて行われていることを実感できる１年だった。

特定非営利活動法人宇都宮子ども劇場

　平成28年度の最も大きな事業は事務局の移転だった。家賃や駐車場など条件がとても厳しい
中、多くの方々のご協力とご厚意により新しい事務局に移転することができた。一軒家という広
さに恵まれ、運営委員会や各会議、夏にはブロック会やお泊まり会が開催され、会員同士の交流
の場となっている。

　さて、平成28年度は鑑賞活動が充実した年となった。会員の申し込みが毎回100人を超えるな
ど、舞台鑑賞への関心が高まってきている。これは、運営委員全員で話し合って鑑賞演目を選ん
だことや、総会時に開催した講演会で永野むつみさんに伺った「鑑賞における子どもの行動と親
の受止め方」による意識の変化が影響していると考えられる。また南図書館との共催事業も、
「演目」「集客数」「運営」等を評価いただき、継続開催することができた。この共催事業によ
り、地域の方々にとっても鑑賞会が身近なものとなり、多くの親子に楽しんでいただくことがで
きた。

　そらまめくらぶ（0才-3才親子）は、3月に7名が卒業し、4月からは少人数での活動となった
が、親子のつながりを大切にする素敵な活動が継続されている。3年目となる「ちいさなげきじょ
う」を開催中だが、参加者をそらまめくらぶへの参加に繋ぐことが難しく、残念に思う。

　おやこ活動（就園児-小学生親子）は、夏キャンプが復活し、宿泊企画が2回行われるなど、大
いに盛り上がった。スタッフから提案された多くの企画が他の企画との兼合いで実施できないこ
ともあったが、対象年齢の子どもが多く、楽しく活発に活動している。これまで事務局業務だっ
た助成金の申請･報告という大変な仕事も担当スタッフが担ってくれた。

１. 事業実施の方針
近年目標として掲げている「いっぱいの“すごい！”に出会う」をテーマに、宇都宮

子ども劇場会員と地域の子ども達の笑顔があふれる活動を展開していく。

① 鑑賞活動の充実

・会員及び地域への鑑賞への理解と観劇の促進。

・地域団体との連携を充実させ、観劇の機会を増やす。

② すべての親子が楽しめる活動を目指す

・会員全員がスタッフであり参加者、という共通認識を浸透させていく。
③ 事務局体制変更への対応
・昨年まで事務局常勤スタッフが行っていた仕事を、その時々に応じられる会員で分
担。必要に応じて、仕事の内容を見直し協力し合い、次年度へ繋いでいく。



Ⅰ.特定非営利活動にかかる事業

人件費 162,000

その他の経費 1,567,221

合計 1,729,221

①全体・親子活動 その他の経費計 107,057

事業名 事業内容 実施日 実施場所 参加人数 事業費（円）

おやこキャンプ
屋外でダンボールで家を作り、流し
そうめんやマシュマロ焼きを楽しむ

9/10 宇都宮市森林公園 115 36,136

ザリガニ釣り
ザリガニを釣って重量と終了を競い
つつ観察した

9/22
鬼怒水辺観察セン

ター
12 2,797

ハロウィン
仮装して夕暮れの中ウェルカムハウ
スを訪問する

10/29
西川田公民館及び

その周辺地域
96 13,383

さつまいも掘り さつまいもを収穫し豚汁を食べる 11/3 劇場農園 52 4,042

クリスマス会
各ブロック、有志による出し物や、ど
んぐり座とくれよんの公演

12/11 アミークス 106 22,040

紙ヒコーキ
おりがみで紙飛行機を作り、飛行距
離を競う

2/5 総合ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ 31 1,317

絵本の中のお菓子作り
絵本で登場するお菓子、パンを作っ
て食べる

3/29 北生涯学習センター 20 20,566

さつまいもの苗植え 畑を耕しさつまいも、ﾋﾟｰﾅﾂを植える 5/7 劇場農園 23 6,776

②高学年 その他の経費計 535,532

事業名 事業内容 実施日 実施場所 参加人数 事業費（円）

カラオケ 高学年でカラオケを歌う 11/26 フラココ東宿郷店 10 8,553

冬キャン 高学年の交流と宿泊 12/25-27 とちぎ海浜自然の家 26 164,383

ボードゲーム大会 各種ボードゲームを楽しむ 1/22 戸祭コミセン 23 420

スケート スケートを楽しみながら交流を深める 3/18 宇都宮市ｽｹｰﾄｾﾝﾀｰ 22 7,180

新歓キャンプ
新4年生を迎えての高学年の交流と
宿泊

4/1-2 宇都宮市森林公園 36 37,247

ボーリング大会 ボーリング大会と公園で外遊び 5/14 宇都宮市ｺﾞｰﾙﾄﾞﾚｰﾝ 28 32,600

ﾌｪｽﾀｍｙ宇都宮模擬店 子ども達による模擬店 5/21 宇都宮市城址公園 22 24,440

夏キャン 高学年の交流宿泊・秘密基地づくり 8/11-14
宇都宮市冒険活動

センター
35 260,709

２、事業の実施に関する事項

（１）子どもの活動事業
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③助成金事業 その他の経費計 874,632

事業名 事業内容 実施日 実施場所 参加人数 事業費

平成28年度子どもゆ
め基金助成金事業

雪まみれ！スノーキャンプ 1/28-29
国立那須甲子青少
年自然の家

35 281,769

平成28年度子どもゆ
め基金助成金事業

海とあそぼう！海キャンプ 7/1-2 とちぎ海浜自然の家 28 318,836

平成28年度子どもゆ
め基金助成金事業

ふれてみよう　感じてみよう　おもし
ろ科学

8/7
姿川市民活動セン
ター

44 174,027

とちぎコープ社会貢献
基金助成金

宇都宮子ども劇場活動支援 通年 100,000

④ブロック活動 その他の経費計 50,000

事業名 事業内容 実施日 実施場所 参加人数 事業費（円）

東ブロック 担当事業打合せ等 通年 事務局等 延べ169 10,000

西ブロック 担当事業打合せ等 通年 事務局等 延べ248 10,000

南ブロック 担当事業打合せ等 通年 事務局等 延べ50 10,000

北ブロック 担当事業打合せ等 通年 事務局等 延べ28 10,000

中央ブロック 担当事業打合せ等 通年 事務局等 延べ42 10,000

人件費 0

その他の経費 879,402

合計 879,402

事業名 事業内容 実施日 実施場所 参加人数 事業費（円）

かえるくんかえるくん
人形劇団ひぽぽたあむ公演『かえる
くんかえるくん』

11/12 アミークス 104 232,083

あいつもともだち 劇団うりんこ公演『あいつもともだち』 2/26 南図書館 277 378,477

パペット落語
笑福亭鶴笑の爆笑寄席『パペット落
語とあれやこれや』

6/25 浄鏡寺 97 268,842

（２）舞台鑑賞活動事業
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（3）文化・育成事業 人件費 428,800

その他の経費 501,865

合計 930,665

①そらまめ（０才～３歳の親子活動） その他の経費計 30,849

事業名 事業内容 実施日 実施場所 参加人数 事業費（円）

りんご狩り
りんご狩りと葉っぱ木の実をデコ
レーションして紙のBag作り

10/25 荒牧りんご園 10 0

木の実拾い わらべうたと木の実のケーキ作り 11/8 中央公園 14 860

そらまめｸﾘｽﾏｽ会
わらべうた、人形劇鑑賞、食パン型
抜ケーキ、タオルのプレゼント

12/13 姿川地区市民ｾﾝﾀｰ 24 12,491

そらまめ新年会 すいとん作り 1/23 戸祭ｺﾐｾﾝ 12 3,974

しんぶん遊び 新聞を丸めて的に当てたり魚釣り 2/7 総合ｺﾐｾﾝ 10 0

わらべうた 手あそびとわらべうた。くれよん企画 2/21 総合ｺﾐｾﾝ 30 0

そらまめ卒業式
わらべうた、人形劇、卒園児にお弁
当入れのﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ、お弁当会食

3/7 総合ｺﾐｾﾝ 20 10,836

お花見＆電車でGO
東武電車で壬生の公園に花見。団
子作り、公園遊び、土手滑りなど

3/30 東雲公園（壬生町） 24 2,688

わらべうた 手あそびとわらべうた。くれよん企画 4/20 総合ｺﾐｾﾝ 6 0

そらまめ遠足下見 5/8 八幡山公園 2 0

そらまめ遠足 5/11 八幡山公園 2 0

わらべうた 手あそびとわらべうた。くれよん企画 2/25 ぽぽら 6 0

ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙであそぼう キャタピラを作り遊ぶ。車の工作 6/8 事務局 2 0

わらべうた 手あそびとわらべうた。くれよん企画 6/22 総合ｺﾐｾﾝ 12 0

アートで遊ぼう
大人グループと子どもグループに分
かれにじみ絵を楽しんだ

7/6 総合ｺﾐｾﾝ 12 0

わらべうた 手あそびとわらべうた。くれよん企画 7/13 総合ｺﾐｾﾝ 10 0

②人形劇団くれよん その他の経費計 20,000

事業名 事業内容 実施日 実施場所 参加人数 事業費（円）

おやこキャンプ 「とりかえっことりかえっこ」上演 9/10 森林公園 102 0

劇場クリスマス会 「とりかえっことりかえっこ」上演 12/11 アミークス 95 0

そらまめクリスマス 「とりかえっことりかえっこ」上演 12/13 総合コミセン 24 0

森のようちえん公演 「とりかえっことりかえっこ」上演 2/8 瑞穂野公民館 125 0

通年活動 わらべうたと人形劇 通年 総合コミセン他 延べ8 0

人形劇製作 公演用人形の制作、練習 通年 事務局他 20,000

ﾎﾟｲﾄを集めてｽﾀﾝﾌﾟﾗﾘｰ。ﾎﾟｲﾝﾄ場所
でお花などを積んで紙に張り付けて
お花ｱｰﾄ作り
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③どんぐり座（演劇） その他の経費計 0

事業名 事業内容 実施日 実施場所 参加人数 事業費（円）

出張公演 『とんびの卵』上演 10/15
田原西小あおぞらｸﾗ
ﾌﾞ&ﾌﾞﾘｰﾝﾀｳﾝ自治会

55 0

出張公演 『とんびの卵』上演 12/3 コアランド 27 0

劇場クリスマス会 『とんびの卵』上演 12/17
宇都宮子ども劇場クリ
スマス会

100 0

出張公演 『とんびの卵』上演 12/19 岡本小キラキラクラブ 42 0

出張公演 『とんびの卵』上演 2/25 鹿沼希望の家 48 0

出張公演 『さかさ豆まき』上演 8/3
雀宮中央小元気っこ
クラブ

29 0

④助成金事業 その他の経費 451,016

事業名 事業内容 実施日 実施場所 参加人数 事業費（円）

ちいさなげきじょう2016③

『わらべうたであそぼう』

ちいさなげきじょう2016④

『ママのぬりえワーク＆お茶会』

ちいさなげきじょう2017①

『空中を浮かんだり沈んだり』

人件費 0

その他の経費 0

合計 0

事業名 事業内容 実施日 実施場所 参加人数 事業費（円）

会報発行 かわらばん　27年度　11号発行 9/7 総合コミセン 5 0

会報発行 かわらばん　28年度　1号発行 10/4 総合コミセン 4 0

会報発行 かわらばん　28年度　2号発行 11/12 総合コミセン 6 0

会報発行 かわらばん　28年度　3号発行 12/11 総合コミセン 7 0

会報発行 かわらばん　28年度　4号発行 1/18 総合コミセン 4 0

会報発行 かわらばん　28年度　5号発行 2/9 総合コミセン 5 0

会報発行 かわらばん　28年度　6号発行 3/10 総合コミセン 4 0

会報発行 かわらばん　28年度　7号発行 4/10 総合コミセン 4 0

会報発行 かわらばん　28年度　8号発行 5/12 総合コミセン 6 0

会報発行 かわらばん　28年度　9号発行 6/15 総合コミセン 7 0

60,316

平成29年度年賀寄付
金配分事業

8/10 総合コミセン 90 306,440

84,260

（4）広報活動事業

平成28年度年賀寄付
金配分事業

10/13 アミークス

平成28年度年賀寄付
金配分事業

11/20 総合コミセン 16

31
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会報発行 かわらばん　28年度　10号発行 7/7 総合コミセン 8 0

人件費 0

その他の経費 0

合計 0

事業名 事業内容 実施日 実施場所 参加人数 事業費（円）

栃木県子ども劇場お
やこ劇場協議会

県内の子ども劇場の情報交換など 月1回 栃木県内 のべ30 0

子ども劇場都県代表
者会議

首都圏の子ども劇場の企画、立案、
情報交換など

10/7,12/2,5/19
オリンピックセンター
等

1 0

首都圏子どもの活動
交流会

子どもの文化活動に関する講演会及
び交流会

2/28 オリンピックセンター 1 0

首都圏全体会 首都圏子ども劇場総会 6/22 オリンピックセンター 0

舞台芸術交流会 舞台芸術創作団体との交流会 6/23 オリンピックセンター 5 0

首都圏ﾍﾞﾋﾞｰﾄﾞﾗﾏ講演
会

ﾍﾞﾋﾞｰﾄﾞﾗﾏに関する講演会及び交流
会

1/17 オリンピックセンター 1 0

宮っこフェスタ 会議 9/5,10/5、10/8 宇都宮市内 1 0

青少年団体連絡協議会 会議 月1回 トライ東 1 0

青少年団体連絡協議会 スポーツゴミ拾い 11/23 宇都宮市内 1 0

青少年団体連絡協議会 婚活イベント 3/12 トライ東 1 0

青少年団体連絡協議会 宮まつり警備 5/6 宇都宮市内 2 0

ふれあいフェスティバル 会議 10/31 コンセーレ 1 0

ふれあいフェスティバル イベント 11/27 アミークス 12 0

虐待県民のつどい 研修会 11/3 宇都宮文化センター 1 0

コミセン交流会 交流会 12/17 総合コミセン 1 0

トライ東掃除 掃除 12/28 トライ東 3 0

ミニとちぎ説明会 栃木ミニタウン説明会 1/19 国府公民館 5 0

ミニとちぎ 栃木ミニタウン参加 3/19 大平青年自然の家 15 0

栃木協働ﾃﾞｻﾞｲﾝﾘｰｸﾞ フォーラム 1/26 県庁 1 0

フェスタｍｙ宇都宮 説明会 3/24 東生涯学習センター 1 0

フェスタｍｙ宇都宮 イベント 5/21 城址公園 15 0

ﾌｧｲﾝﾌｨｰﾙﾄﾞﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ イベント 4/22 総合コミセン 12 0

出会いのフォーラム 舞台鑑賞芸術イベント 7/28-8/2 オリンピックセンター 10 0

特になし

Ⅱ.その他の事業

特になし

（5）各分野の芸術・文化団体との連携および各分野の非営利団体との交流

（６）その他　事業を行うのに必要な事業
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