
平成３１年・令和元年度 事 業 報 告 書 

 

                    法人の名称  特定非営利活動法人 あかい屋根 

 

１ 事業活動報告 

 

会員動向 

個人正会員 団体会員 福祉会員 個人賛助会員 団体賛助会員 

７６名 ６団体 １９名 ０名 ２団体 

 

各施設利用者数（最下段前年比） 

菅生こ文 利用団体数 蔵敷こ文 利用団体数 稗原小わく 菅生小わく 犬蔵種わく 

32,117 663 17,481 344 19,036 22,277 28,688 

▲6,469 65 ▲4,863 ▲196 289 563 ▲2,250 

2 月下旬から 3 月の新型コロナウイルスの感染予防のため来館者制限による減少が大きく影響

している。 

蔵敷こ文の団体利用数減少は、菅生分館工事終了により菅生分館へ戻ったもの。 

 

２ 事業内容 

① 地域市民が安全で快適に暮らせるまちづくりに関する事業 

 

・内   容  ○こどもに関する菅生地域の施設連絡会とそれらの施設を利用している

地域活動の主旨賛同のもとに「第７回すがお てつなぎまつり」を実施。

全員参加型で今年度も大変盛り上がったイベントが開催できました。 

 ○蔵敷・菅生こども文化センター双方のＰＲ効果も定着し、幼児とその

母親の来館者は微増傾向にある。 

 ○福祉有償運送事業は火曜日・金曜日に集中、運転ボランティア募集し

たところ、元幼児クラブ保護者１名が協力申出あり、資格講習受講済。 

３月までの登録者数 19名、延べ利用者 362 名。    

・日   時  通  年 

・場   所  菅生・蔵敷こども文化センター 

・従事者人員  ３人 

・対 象 者  一般市民と施設関係者 約 1,600 名 

・支出実績額  257,147 円 

 参考 福祉有償運送事業収入額 280,500 円 

 

 

 

        手つなぎまつり会場風景 

 

 

② 川崎市施設の指定管理受託事業 

 

・内   容 

１． 菅生・蔵敷こども文化センター及び稗原・菅生・犬蔵小学校わくわくプラザの管

理・運営 

 



   

 

 

実施した主なイベントと参加者数 

 

◎こども文化センター行事 

 

◎わくわくプラザ行事 

 

２． ○菅生こども文化センターへより多くの幼児が来館しやすくなる工夫として、昨

年同様敷地入口へ立て看板を設置し、幼児も利用できることを引き続きアピール

した。 

 

○集会室壁面が鏡面であることで、近隣高校 2校のダンス部生徒、フラダンス・

カントリ－ラインダンス・コーラスグループなど各種団体が前年度同様競争状態

で予約・利用しており、利用者も増加してきている。 

 

菅生こども文化センター 参加者数 蔵敷こども文化センター 参加者数 

みんなのキッチンもぐもぐ亭 ２４０ 蔵敷忍者駆羅武 ２００ 

あそべば ３８７ ぞうさんのポケット ７００ 

居菓子屋ぶん ２０６０ 駄菓子亭きらぴー ３１３０ 

そうめんフェスティバル＆水遊び １５９ ながしそうめん＆ウォータースライダー ３５ 

ファミリーガーデン＆星を見る会 ５０ こぶんフェスティバル １９０ 

たけのこ掘り ４８ たけのこ掘り ５０ 

わかば祭 ７００ おもちつき＆マジックスクリーン工作 １０３ 

稗原小わくわくプラザ・こ文で遊ぼう １８０ こぶんランド ２６０ 

おもちつき １５５ kids キッチン ２００ 

子ども会共催事業 ７０ すがお手つなぎまつり １５００ 

Ｃ＆Ｅ １２０ ポコペン大会 ３０ 

がおがおらんど １２０ ウォーターアドベンチャー ６８ 

ＯＮＥぱーく ５５０ ポコペン大会 ３０ 

ＹＯＣ ２００ ウォーターアドベンチャー ６８ 

卓球クラブ １８０   

わんぱくキャンプ ７３   

行 事 名 稗原小わく 菅生小わく 犬蔵小わく 

オリジナルおやつ ５２２ ６６９ ５１６ 

工作週間 ４８０ ５６２ ８６２ 

みんなでお昼 ５８ ７７ ２３ 

なかまだひろば ５１ ４５ ４８ 

みんなであそぼう  ５５  

ミニ運動会 ３２ ５０ ５９ 

お化け屋敷 １２０  １１８ 

昔遊び ５００   

稗原小学校ふれあいバザー ６２８   

新年会・もちつき ２６  １７ 

犬わくチャレンジ   ５６４ 

クリスマスお楽しみ会   ６４ 

ハロウィンパーティー   １０５ 

水遊び １５０   

遠足 １２１   



   

 

 

３． 蔵敷こども文化センターでは、隣接の子育て支援センターすがおで「こぶんら 

んど」を前年同様継続開催し、個性あふれるイベントを行うことで多くの来館者

と接し、こども文化センターの魅力を伝えている。 

  

４． 台風の影響で倒木・枝倒れ処理に労力を要しました。 

また、稗原小学校わくわくプラザ内壁修理、菅生こども文化センター自動ドア修

繕及び空調機修理が臨時支出となった。 

 

５． ５．懸案になっていたアクセシビリティ対応のホームページ約半年の時間がかか

りましたが更新され、新しいホームページとなりました。 

   新 URL  ＮＰＯ法人あかい屋根 ：https://akaiyane.org/ 

  菅生こども文化センター ：https://akaiyane.org/sugao/ 

  蔵敷こども文化センター ：https://akaiyane.org/zoshiki/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                あかい屋根ホームページトップページ 

・日   時  通  年 

・場   所  川崎市 

・従事者人員  職員１２人、 臨時職員５２人 

・対 象 者  川崎市市民他 来場者数 延べ 132,329 人（前年比 12.8％増） 

・支出実績額 指定管理事業    94,677,513 円 

  わくわくプラザ子育て支援事業  2,418,275 円 

 

・恒常的な施設利用者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

菅生こども文化センター 蔵敷こども文化センター 

＊幼児クラブ  ＊ひまわり人形劇 

＊おやじの会  ＊フラダンス（２団体） 

＊唱歌を歌う会 

＊カントリーラインダンス 

＊ヨガサークル  ＊卓球クラブ（３団体） 

＊読み聞かせすみれ 

＊向丘地区子ども会連合会 

＊囲碁（２団体） ＊稗原団地子ども会 

＊コーラスグループ（５団体） 

＊高校生ダンスサークル（２高校） 

＊ありんこクラブ  ＊図書ボランティア 

＊子育て講座・保育  ＊詩吟 
＊やさしいヨガ  ＊すみれ（朗読） 

＊菅生ハーモニカクラブ 
＊新婦人（ストレッチ） 
＊ニットドリーム（あみもの）  

＊菅生デッサン研究会 
＊エアロビクス  ＊ゆりの会 
＊フラワーアレンジメント  
＊子ども会（２団体）  

＊菅生中学校区地域教育会議 



   

 

 

③ 地域市民である子どもに健全な遊びを提供し、心身共に発達を保障する事業 

 

・内   容 ○菅生こども文化センターを基点に「冒険遊び場」を提供する活動の 

一環として、毎週水曜日の「あそべ場の日」も定着し、手作り工作や屋

外で思い切り遊ぶ子たちが増加した。 

○蔵敷こども文化センターは、屋内遊具の整備及び屋内遊具及び図書書

棚を子どもたちと職員・運営協議会メンバーで今年も合同製作した。 

○こども文化センターの図書プロジェクトは、自前購入図書も含め宮前

図書館貸出制度を活用し、こどもたちの興味ある図書を提供することが

出来た。 

・日   時  通  年 

・場   所  菅生・蔵敷こども文化センター 

・従事者人員  ４人 

・対 象 者  来場者数 延約 1,700 人 

・支出実績額  11,383 円 

 

 

 

 

     フライングディスク 

 

 

 

 

              

 

④ 地域市民が自ら暮らしやすいまちにするための学習活動を保障するために、社会教育の企

画運営事業 

・内   容 ○菅生中学校地域教育会議と連携し、菅生地域の児童に関する団体相 

  互のネットワーク化を図る「道親ネットワーク」を支援し、地域市民 

の社会教育支援を前年に引き続き行った。 

○地域教育会議の学習支援部会が実施している「稗原小学校算数名人」

「稗原小学校火おこし体験」の支援を行った。 

 

・日   時  通  年 

・場   所  宮前市民館菅生分館、稗原小学校 

・従事者人員  ５人 

・対 象 者  地域市民及び小学生 360 人 

・支出実績額  実質経費なし 

 

 

 

    渋谷の星を見る会 

    の方と交流 

今年度は雨で室内講座に 

 


