
平 成 ２４ 年 度 事 業 報 告 書 
 
 

                法人の名称  特定非営利活動法人なないろ     
 
１ 事業の成果 
 

＜保育施設＞ 
   ・少人数で家庭的な雰囲気は、保護者や園児に安心感を与え、のびのびと生活できる

環境を作ることができた。 
   ・核家族が進む中、一時預かりで、通院・休養・美容院・兄弟の行事参加への参加な

ど、保護者のサポートができた。 
 

＜児童クラブ＞ 
   ・留守家庭などの児童について、放課後や休校時に、子供たちが安心して過ごせる場

所を提供することができた。 
   ・乳幼児と交流することにより、思いやりの心を育てることができた。 
 
２ 事業内容 
 
 (1)特定非営利活動に係る事業 

① 親子のための育児支援施設の運営に関する事業 
ア 保育施設の運営事業 
・内容    保育施設の運営 
・日時    通年 
・場所    神奈川県相模原市南区当麻８６２番地１３ 
・従事者人員 常勤５人（内４人は児童クラブ事業と兼務） 

 非常勤１人（児童クラブ事業と兼務） 
・対象者   保育を必要とする乳幼児 ４６人 
・支出額   8,165,667 円 

 
 

月 日 事業名 事業内容 実施場所 対象人数 

4 6 歓迎会 新入園児を紹介し、歓迎の歌で迎える 施設内 園児 13 

5 14 他園訪問 他園の公開保育に参加し、交流を深める めだか 

子供の家 

園児 10 

18 園開放 小麦粉粘土を楽しむ 施設内 園児 9 

園外 1 組 

21 観測会 金環日食を見学する 施設内 園児 3 

保護者 3 

6 13 誕生会 誕生児の成長を皆で祝う 施設内 園児 9 

15 園開放 てるてる坊主作りを楽しむ 施設内 園児 10 

園外 5 組 

7 6 七夕会 七夕の話や星にちなんだ出し物を楽しむ 施設内 園児 8 

20 園開放 フィンガーペインティングを楽しむ 施設内 園児 11 

園外 4 組 

8 3～4 お泊り会 親と離れて夜を過ごす不安を乗り越え自

信を得る 

施設内 園児 6 

9 お楽しみ給

食 

流しそうめんを楽しむ 施設内 園児 9 

21 避難訓練 消防署員から火災や消防車についての話

を聞き、火事の怖さや避難の仕方を知る 

施設内 園児 10 

保護者 6 

園外 24 



24 夕涼み会 盆踊りや模擬店を行い交流を深める 施設内 園児 16 

保護者 15 

9 10 他園訪問 他園の公開保育に参加し交流を深める めだか 

子供の家 

園児 5 

12 誕生会 誕生児の成長を皆で祝う 施設内 園児 9 

21 園開放 リトミックを楽しむ 施設内 園児 11 

園外 6 組 

10 19 園開放 どんぐりコマを作って遊ぶ 施設内 園児 12 

31 ハロウィン デイサービス施設等を訪問し交流を深め

る 

近隣施設 園児 12 

11 ２ クッキング 豚汁を自分で作り食べることを楽しむ 施設内 園児 12 

5 他園訪問 他園の公開保育に参加し交流を深める 麻溝 

保育園 

園児 11 

7 クッキング パンケーキを自分で作り食べることを楽

しむ 

施設内 園児 11 

16 園開放 楽器作りを楽しむ 施設内 園児 9 

園外 3 組 

20 じゃがいも

掘り 

自分で収穫することにより、食べ物の大切

さを知る 

田名 

萩原農園 

園児 10 

12 14 園開放 クリスマスリース作りを楽しむ 施設内 園児 12 

14 誕生会 誕生児の成長を皆で祝う 施設内 園児 9 

21 クリスマス

会 

サンタクロースを迎え、歌や合奏を楽しむ 施設内 園児 11 

保護者 5 

28 クッキング クッキーを自分で作り食べることを楽し

む 

施設内 園児 10 

1 7 初詣 今年一年の幸せを祈願する 当麻山 

無量光寺 

園児 13 

18 園開放 昔の遊びを楽しむ 施設内 園児 13 

2 1 節分 豆をまき、厄払いをして健康を願う 施設内 園児 12 

15 園開放 蒸しパン作りを楽しむ 施設内 園児 13 

園外 3 組 

3 13 誕生会 誕生児の成長を皆で祝う 施設内 園児 12 

15 園開放 ゲーム等を楽しむ 施設内 園児 9 

園外 3 組 

20 お別れ遠足 雨天のため施設内でゲーム等をして、交流

を深める 

施設内 園児 9 

保護者 9 

22 お別れ会 劇・ダンス等をして、卒園する子供達と思

いで作りをする 

施設内 園児 15 

保護者 15 

 
 
 
 
 

イ 児童クラブ施設の運営事業 
・内容    児童クラブの運営 
・日時    通年 
・場所    神奈川県相模原市南区当麻８６２番地１３ 
・従事者人員 常勤４人（保育施設事業と兼務） 

 非常勤４人（内１人は保育施設事業と兼務） 
・対象者   児童クラブを必要とする小学生  ３４人 
・支出額   7,021,055 円 

 



 
月 日 事業名 事業内容 実施場所 対象人数 

4 6 歓迎会 新入園児を紹介し、歓迎の歌で迎える 施設内 児童 15 

11 クッキング ポップコーンを自分で作り食べることを

楽しむ 

施設内 児童 13 

5 23 クッキング ホットケーキを自分で作り食べることを

楽しむ 

施設内 児童 11 

6 13 誕生会 誕生児の成長を皆で祝う 施設内 児童 10 

18 じゃがいも

掘り 

自分で収穫することにより、食べ物の大切

さを知る 

なないろ

農園 

児童４ 

20 クッキング ホットドッグを自分で作り食べることを

楽しむ 

施設内 児童 9 

7 6 七夕会 七夕の話や星にちなんだ出し物を楽しむ 施設内 児童 9 

23 木工教室 木材を使って作る楽しみを知る 施設内 児童 16 

8 1 かかし作り 皆で一つの作品を制作し、かかしフェステ

ィバルへ出品する。 

施設内 児童 15 

3～4 お泊り会 皆で一緒に一夜を過ごし交流を深める 施設内 児童 5 

9 お楽しみ給

食 

流しそうめんを楽しむ 施設内 児童 11 

21 避難訓練 消防署員から火災や消防車についての話

を聞き知識を得る 

施設内 児童 20 

保護者１ 

24 夕涼み会 盆踊りや模擬店を行い交流を深める 施設内 児童 19 

保護者 20 

9 12 誕生会 誕生児の成長を皆で祝う 施設内 児童 13 

26 クッキング クレープを自分で作って食べることを楽

しむ 

施設内 児童 9 

10 24 クッキング 焼きそばを自分で作り食べることを楽し

む 

施設内 児童 7 

31 ハロウィン デイサービス施設等を訪問し交流を深め

る 

近隣施設 児童 12 

12 14 誕生会 誕生児の成長を皆で祝う 施設内 児童 9 

21 クリスマス

会 

サンタクロースを迎え、歌や合奏を楽しむ 施設内 児童 13 

1 7 初詣 今年一年の幸せを祈願する 当麻山 

無量光寺 

児童 8 

2 1 節分 豆まきをし、厄払いをして健康を願う 施設内 児童 8 

13 クッキング クッキーを自分で作り食べることを楽し

む 

施設内 児童 10 

18 遠足 皆でスケートをし、交流を深める 銀河アリ

ーナ 

児童 6 

3 13 誕生会 誕生児の成長を皆で祝う 施設内 児童 11 

19 遠足 サーカスを見学し交流を深める 横濱方面 児童 5 

20 お別れ遠足 雨天のため施設内でゲーム等をして、交流

を深める 

施設内 児童 7 

保護者 5 

22 お別れ会 劇・ダンス等をして、卒園する子供達と思

いで作りをする 

施設内 児童 16 

保護者 16 

27 パアステル

アート 

パステルを使い絵を描く楽しみを知る 施設内 児童 6 

29 クッキング カレーを自分で作り食べることを楽しむ 施設内 児童 10 

 

 


