
特定非営利活動法人　飛騨高山わらべうたの会

Ⅰ.事業実施の概略

Ⅱ.事業の実施に関する事項

1.特定非営利活動に係る事業

Ａ）地域伝承の文化を子育てに生かしていく事業／Ｂ）子育て支援及び子育ての環境作りに関する事業

①わらべうたの定例活動

日時 内容 参加者  費用額

各月　第3火曜日
高山市民文化会館、原山公園、国府児童館、飛騨の里にて、
わらべうたの講習（がんどうちを含む）、木育、並びにワーク
ショップを行った。

332人        201,029

平成31年4月～
　　　　令和2年3月

「ひだのわらべうた」の歌集を販売、配布した。CDの制作、販
売、配布した。

 歌集49冊
ＣＤ160枚

       143,500

②童謡とわらべうたのコンサート

日時 内容 参加者  費用額

令和1年7月20日
ＪＡひだ本店にて、食育をテーマにした「大地のめぐみサマー
フェスティバル」を開催した。

2,000人        508,094

③出張講座

日時 内容 参加者  費用額

平成31年4月5日
古川町千代の松原公民館にてワイワイカフェ（わらべうたの講
習等）を行った。

13人

平成31年4月16日
サロン花里（花里まち協と共同）にてワイワイカフェ（わらべう
たの講習等）を行った。

1人

平成31年4月20日
木曽垣内公民館にてワイワイカフェ（わらべうたの講習等）を
行った。

29人

令和1年5月11日
国府町宮地公民館にてワイワイカフェ（わらべうたの講習等）
を行った。

19人

令和1年5月14日
一之宮公民館にてワイワイカフェ（わらべうたの講習等）を
行った。

17人

平成31年度事業報告書

　　高山市及び周辺の地域の人々に対する子育て支援を目的に、飛騨地方に伝わる独自のわらべ歌を発掘、
伝承する活動を通して、子育てに有効に生かしていくと共に、地域のつながり、世代のつながりを深め、地域
社会における市民活動団体・行政・企業・学校などが連携するための環境をつくり、豊かな地域社会の形成に
寄与することを目的とする。

956,699       



令和1年5月19日 ひだママフェスタにてわらべうたの講習を行った。 300人

令和1年5月23日
久々野虹流館にてわらべうたの講習を行った。
（Ｈｉｔ net TV収録）

13人

令和1年5月28日
サロン花里（花里まち協と共同）にてワイワイカフェ（わらべう
たの講習等）を行った。

14人

令和1年5月30日
上宝公民館にてワイワイカフェ（わらべうたの講習等）を行っ
た。

25人

令和1年6月4日
桐生福祉センターにてワイワイカフェ（わらべうたの講習等）を
行った。

18人

令和1年6月14日
ビッグアリーナ（北まち協と共同）でワイワイカフェ（わらべうた
の講習等）を行った

34人

令和1年6月25日
サロン花里にてワイワイカフェ（わらべうたの講習等）を行っ
た。

10人

令和1年7月4日
ビッグアリーナ（北まち協と共同）でワイワイカフェ（わらべうた
の講習等）を行った。

34人

令和1年7月17日
久々野虹流館にてワイワイカフェ（わらべうたの講習等）を
行った。

22人

令和1年8月27日
サロン花里（花里まち協と共同）にてワイワイカフェ（わらべう
たの講習等）を行った。

10人

令和1年10月5日 キッズフェスタ2019にてわらべうたの講習を行った。 30人

令和1年10月17日
ビッグアリーナ（子育て支援センター）にてわらべうたの講習を
行った。

80人

令和1年10月23日 親子ふれあい遊びにてわらべうたの講習を行った。 200人

令和1年10月25日
大八サロン（大八まち協と共同）にてワイワイカフェ（わらべう
たの講習等）を行った。

2人

令和1年11月15日
大八サロン（大八まち協と共同）にてワイワイカフェ（わらべう
たの講習等）を行った。

15人

令和1年11月16日 まめなかなにてわらべうたの講習を行った。 50人

令和1年11月21日 白川村乳幼児教室にてわらべうたの講習を行った。 35人

令和1年11月25日
飛騨市文化交流センターにてワイワイカフェ（わらべうたの講
習等）を行った。

32人

令和1年11月29日
大八サロン（大八まち協と共同）にてワイワイカフェ（わらべう
たの講習等）を行った。

29人

令和1年11月29日
森のエコハウスにてワイワイカフェ（わらべうたの講習等）を
行った。

16人

令和1年11月30日 森のシンポジウムにておもちゃ広場を開設した。 2人

令和1年12月6日 子育て支援スタッフ研修にてわらべうたの講習を行った。 48人

令和1年12月13日
大八サロン（大八まち協と共同）にてワイワイカフェ（わらべう
たの講習等）を行った。

32人

令和1年12月16日
飛騨市文化交流センターにてワイワイカフェ（わらべうたの講
習等）を行った。

49人

令和1年12月24日
サロン花里（花里まち協と共同）にてワイワイカフェ（わらべう
たの講習等）を行った。

5人

令和2年1月16日 新宮小学校にてわらべうたの講習を行った。 72人

令和2年1月28日
サロン花里（花里まち協と共同）にてワイワイカフェ（わらべう
たの講習等）を行った。

4人

令和2年1月29日 昭和児童館にてわらべうたの講習を行った。 44人

956,699       



令和2年2月6日
ビッグアリーナ（北まち協と共同）でワイワイカフェ（わらべうた
の講習等）を行った

27人

令和2年2月17日
飛騨市文化交流センターにてワイワイカフェ（わらべうたの講
習等）を行った。

52人

令和2年2月25日
サロン花里（花里まち協と共同）にてワイワイカフェ（わらべう
たの講習等）を行った。

12人

合　計 1,395人 956,699       

④木育推進のための活動（木育ワークショップを含む）

日時 内容 参加者  費用額

令和1年5月26日 もふっこまつりにて木育ワークショップを行った。 600人      1,932,941

令和1年7月30日 森のエコハウスにて木育ワークショップ（森のW.S.）を行った。 55人

令和1年8月6日 森のエコハウスにて木育ワークショップ（森のW.S.）を行った。 38人

令和1年8月17日 国府福祉の里にて木育ひろばを行った。 1,500人

令和1年9月15日
地域通貨国際会議の最終日に高山市民文化会館にて木育
ワークショップを含む木育フェスタを行った。

2000人

令和1年9月22日 エコハウスまつりにて木育ワークショップを行った。 600人

令和1年10月22日 森のエコハウスにて木育ワークショップ（森のW.S.）を行った。 119人

令和1年11月26日 森のエコハウスにて木育ワークショップ（森のW.S.）を行った。 15人

令和1年12月24日 森のエコハウスにて木育ワークショップ（森のW.S.）を行った。 2人

令和2年1月28日 森のエコハウスにて木育ワークショップ（森のW.S.）を行った。 33人

合計 4,962人      1,932,941

⑤商業施設での子育て支援

日時 内容 参加者  費用額

毎週月、水、金
ピュア高山内、「集いの広場チャイルドランド」にて木育ひろば
の運営、ワークショップ、イベントを開催した。

7,168人      1,594,901

毎週木曜日
エブリ東山店内において遊びのスペースの運営、ワークショッ
プなどを行った。

712人        152,530

合　計 7,880人 1,747,431     

⑥出張託児

日時 内容 参加者  費用額

平成31年4月～
　　　　　令和2年3月

アイアイミュージックスタジオにて託児を行った。
 99人        412,383

平成31年4月～
　　　　　令和2年3月

ポーラアクアリーにて託児を行った。
 87人

令和1年9月～
　　　　　令和2年3月

森のエコハウスにて（セントラルサービス）託児を行った。
 48人

令和1年12月～
　　　　　令和2年2月

森のエコハウスにて（ＩＴ講座）託児を行った。
 11人

956,699       



令和1年11月～
　　　　　令和2年2月

ヒダマミー主催のイベントの託児を行った。
 50人

平成31年4月
のぞみホームにて託児を行った。

 12人

平成31年4月
森のエコハウスにてマネー講座の託児を行った。

 9人

平成31年4月
森のエコハウスにてヒダマミー主催のセミナーの託児を行っ
た。

 3人

令和1年10月
飛騨総社にてコマミー主催のイベントの託児を行った。

 4人

令和2年2月
のぞみホームにて託児を行った。
（ベビーメアオノスクール）

 33人

令和2年2月
まちスポにてりほりとみっく教室の託児を行った。

 1人

合計  357人        412,383

Ｃ）地域福祉とまちづくり活動に関する事業

①各地区まちづくり協議会等への協力

日時 内容 参加者  費用額

令和1年5月12日 こども青空フェスタにてこども縁日を開催した。 1,000人

令和1年7月28日 つながりフェスタにて木育広場、こども縁日を開催した。 1,000人

令和1年7月30日 アスモ夏祭りにて木育広場、こども縁日を開催した。 1,000人

令和1年8月17日
ふるさと夏祭りin国府にて木のおもちゃの貸し出し、設営を
行った。

1000人

合　計 4,000人 99,491         

②女性再就職支援

日時 内容 参加者  費用額

平成31年4月
森のエコハウスにてセミナーを行った。

 10人            3,540

         99,491


