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2016 年 NPO 法人はらっぱの総会が無事終了しました。 

小規模保育事業が、待機児童解消のためだけに作られた、急場しのぎで、矛盾を沢山抱えたも

のであることが明らかになる中、利用できる制度は利用しつつ、いかにはらっぱらしい、子ども

を大切にした保育を続けていくかが問われています。本年、特に経済的に苦しいことについてお

話させていただき、総会参加者からいろいろな提案をいただきました。今、「はらっぱとは誰の

ことか？」が改めて身に迫ります。細々と認可外保育所をしていたころは、スタッフも保護者も

ある意味対等に「はらっぱの一員」であり、一緒に「はらっぱ」をどうしていきたいかを考えて

いました。でも、事業所として、それなりの体制が整ってきた中で、そうした「はらっぱの一員」

という当事者感覚が薄れてきたところもあると思います。でも、今回、経済的な問題を共有する

中で、スタッフは、単に「はらっぱで働いている労働者」ではなく、保護者は、単に「はらっぱ

の保育所に子どもを預けている保護者」ではなく…やっぱり、みんな「はらっぱの一員」なんだ

なあと再確認した思いです。スタッフも保護者もそしてＮＰＯ会員の方々も、それぞれが、「は

らっぱに～してあげよう」ではなく、「はらっぱの一員」として自分に何ができるかを考えて下

さっているのが、本当にありがたく、「はらっぱ」の初心に戻った気がします。日々の保育を大

切にしつつ、「はらっぱ」らしさについて、再度、考えていきたいと思います。 

 

＜総会報告について＞ 

201６年 6 月 4 日に NPO 法

人はらっぱの総会を行いまし

た。2015 年度の活動報告や

収支報告が承認 され、 2016

年度の活動予定や収支予算

書などが承認されました。  

今年もはらっぱは元気一杯

に活動します。詳しい内容を

ご覧になりたい方は、ホームペ

ージをご覧下さい。

2016年 7月 30日現在 正会員 77名、賛助会員 123名(126口) 

「ラ・ラ・ラカフェ」のオープ

ニングコンサート風景→ 

中面をご覧ください。 

mailto:npo-harappa@hcc1.bai.ne.jp
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地域祖父母 

 

はらっぱは、子どもの健全育成を何よりの目的として様々な活動を行っています。その中で、

オープンはらっぱ、土曜日の保育所の建物、園庭を地域の子育て世代の居場所となるべく始めた

事業は既に６年が経過しました。ただホッとできる場所であればという思いを込めて続けてま

いりました。そして今年、「ラ・ラ・ラカフェ」という飲み物とちょっとしたお菓子をお出しす

る時間をオープンはらっぱの中に設けることになりました。その時間帯は、子育て世代だけでな

くご近所の方も気軽に集う場に、特にシニア世代の方が利用して頂きたいと考えて開始しまし

た。子ども達が豊かに育つために、子育て世代が豊かな子育ての時間を持つために、地域の環境

と支えが何よりも大切になると考えたからでした。はらっぱを通じてシニア世代と子育て世代

が交流し、助け合う関係を作れたら子どもたちの育つ環境はどれほど豊かになるでしょう。そん

な私たちの思いに県の事業「地域祖父母モデル事業」が後押しをしてくれました。応募したとこ

ろ受託され事業の一部を支えてくださいます。まず 1歩進んでいきたいと思います。 

はらっぱの周りには実はすでに多くのシニア世代の方々が活躍しています。これを機にもっ

とたくさんの方と出会いたいと願っています。 
 
 

その他活動報告 

＊5/23～27 

平木中トライやるウィーク受け入れ 

＊６/4(土)午後１時～３時 

ＮＰＯ法人はらっぱ定期総会 

   総会 １時～３時  

＊6/11(土) 保護者会バザー 

＊6/17(金) 保護者会 

＊6/18(土) 正子さんの子育てトーク 

    おはなしの会 

   午後 1 時～3 時 カフェ開催 

６月のオープンはらっぱは、18,25日 

＊7/9(土)  おはなしの会 

＊7/16(土) はらっぱごはん 

    正子さんの子育て相談室 

午後 1 時～3 時 カフェ開催 

CAP 大人のワークショップ 

＊7/23(土) 花火大会 

＊7／30(土) 「クラルテがやってくる」 

人形劇公演ｉｎ市民交流センター 

午後 1 時～3 時 カフェ開催 

7 月のオープンはらっぱは、2,9,16,30 日 

 
活動予定 

＊8/6(土)  おはなしの会 

＊8/13(木)～15(土) 保育所夏休み 

＊8/20(土)  正子さんの子育て相談室 

   午後 1 時～3 時 カフェ開催 

＊8/27(土)  

   午後 1 時～3 時 カフェ開催 

８月のオープンはらっぱは、6,20,27日 

＊9/3(土)  夕涼み会 

＊9/10(土) おはなしの会 

＊9/17(土) 正子さんの子育て相談室 

午後 1 時～3 時 カフェ開催 

＊9/24(土) 

午後 1 時～3 時 カフェ開催 

＊9/4(日)又は 11(日) 氷上稲刈り 

9 月のオープンはらっぱは、3,10,17,24日 

3日は夕方から夕涼み会にご参加下さい。 

＊10/15(土) おはなしの会 

正子さんの子育て相談室 

午後 1 時～3 時 カフェ開催 

＊10/30(日) 保育所運動会 

10 月のオープンはらっぱは、1,8,15,22,29日
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はらっぱ会員からのお便り 

 

総会に向けて、正会員と賛助会員の方々に、出欠表のはがきをお送りし、｢できたら近況をお

知らせください｣との欄を設けています。そこには、近況のみならず、はらっぱへのいろんな思

いを書いて送ってくださる方々がいらっしゃるので、今年もその一部をご紹介させていただき

ます。 

 

☆ お元気ですか？ 下の子も保育園生活が始まり、病気…病気…病気…の荒れまくりの毎日

ですが、何とか頑張っています。また二人つれて遊びにいける時間ができると良いです。 

☆ 最近幸せな事は、時々頼まれる孫のおもりです。昔の子育て時代を反省しながらも、幸せ

な時間をもらっています。 

☆ Ｍも 30 歳を過ぎ、髪が少し少なくなってきたような…。元気に作業所に通っています。

笑顔が増えてきました。 

☆ 変わったことのない毎日ですが、熊本に居る叔母の家族の様子が知りたくて行ってきまし

た。大きな地震の後は…本当に大変です。はらっぱは、かつてよく頑張りましたよね。 

☆ Ａ、元気に中学に通っています。意外と真面目なトコロもあったようで、「忘れたらあか

んから、ノートは全部持っていく！」と重たいリュックを背負っています。部活も勉強も

Ａなりに頑張っています。Ｙは陸上大会の選考会に自分から「行く！」と言い、選手に選

ばれました。Ｙの積極的な姿がうれしかったです。はらっぱ通信、いつもありがとうござ

います。また遊びに行きますね。 

☆ なかなか遊びに行けず残念です。Ｓの幼稚園でのサークル活動や行事など、下の子の世話

に日々、一杯一杯です。顔は出せなくても、はらっぱへの思いはしっかりあります。今年

度もがんばりましょうね！ 

☆ いつも「はらっぱ」送付して頂き、ありがとうございます。楽しくほほえましく拝見させ

て頂いております。どうか頑張って下さいね。 

☆ 通信を読んで、今、置かれている子どもの状況、保育の状況が気になりました。お話を聞

かせてください。 

＜カンパのお願い＞ 

通信紙面や総会の場などで、今年度のはらっぱの経済的苦境についてお知らせした

ところ、たくさんの方々がはらっぱを心配して、ご寄付を下さったり、いろいろなアイディア

を出してくださったりしています。本当にありがとうございます。しかし、7 月の時点で、将来

の修繕などのための定期預金を一部解約せざるを得ませんでした。引き続き、ご支援を

よろしくお願いいたします。  

 

 

このたびジャパンサービス株式会社様から人形劇のためにとご寄付をいただきました。 

はらっぱのお向かいにある会社です。人形劇パンフレットへの協賛広告をお願いに行った

ら、「広告はいらないけれど寄付をします」と言って下さいました。中殿町に引っ越して

きてから、ずっと、はらっぱの子どもたちを見守ってくださっています。ありがたいこと

です。 
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NPOはらっぱの会員になってください 

 
私たちは西宮市において 30 年間、個

人と個人の結びつきの中ではらっぱ保
育所を基盤として活動してきました。 
この 30 年間、子どもたちの置かれて

いる状況はますます困難の多いものと
なっています。それは社会全体が幼いも
の、未熟なものを守り育む力を失いつつ
あることに起因していると考えます。は
らっぱの今後の方向として、私たち一人
ひとりの思いを法人という形にまと
め、社会に働きかけるためのより広範
な活動を目指して、NPO(非営利活動)

法人を取得しました。 
この法人は会員の会費によって主に

運営されていきます。 

会員としては 
① 総会等に出席し決議権を持つ正会員 
② 目的に賛同し、寄付行為によって賛

助する賛助会員の二種類があります。 
NPOはらっぱはより多くの皆様の力

を必要としています。私たちと一緒に子
どもたちの未来を考えて下さい。よろし
くお願いいたします。 
 

正会員   年会費 6,000 円 
賛助会員  年会費 3,000 円 

はらっぱ保育所のご案内 
 
はらっぱ保育所は 1979 年にスタートしました。

親と保育者が子どもを真ん中にしてつながりあう場
がほしいという願いから、親とその友人たちで作った
保育所です。 
1ヶ月の保育料金は、7：30～18：30、週５日の場
合、以下の通りです。保育時間はご相談ください。 
食費、おやつ、施設維持費は別途お願いします。延

長保育、緊急、一時保育もお受けいたします。ご相談
ください。 

 

 

月
極
め 

0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 

一
日 75,000 70,000 65,000 60,000 50,000 40,000 

半
日 37,500 35,000 32,500 30,000 23,500 20,000 

編集後記 梅雨が明けました。はらっぱの夏本番です。外はセミの大合唱、部屋の中は子どもたちの声でわんわん沸い

ています。この圧倒的な力強さが、暑さにうだりながらも私に元気をくれます。子どもたちがどの子もどの子もこの命を輝か

せてほしい！と切に祈ります。ぐちゃぐちゃとざらざらと酸っぱいにおいに満ちたはらっぱの蝉取りとプール三昧の日々が

始まっています。暑中お見舞い申し上げます。どうぞお元気で夏をお過ごしください。 

 
ご寄附のお願い 

 
震災で全壊したはらっぱは、プレハブ園舎での 12 年に及ぶ生活を経て、2007 年 6 月末に木

造本建築での再建をすることができました。約 3500 万円の建築資金のうち、自己資金は 500
万円程度、ご寄付は約 1000 万円 (再建当時)。残り約 2000 万円の借入金をスタッフの努力や
卒園児やその保護者をはじめとする支援者の皆様のご支援で返済してきました。返済完了までも
う少し。はらっぱの今までの活動を継続し発展させ続けるために、引き続きカンパなど、活動の
ご支援をお願いします。 

現在の借入金：440,000 円(2016 年 7 月 31 日現在) 
 

郵便振替口座番号：00910-5-134367 口座名称：特定非営利活動法人はらっぱ 
 

 
現在の借入金：830,000 円(2014 年 7 月 2 日現在) 

 
郵便振替口座番号：00910-5-134367 口座名称：特定非営利活動法人はらっぱ 

 御寄付 いくらからでも（お貸付の受付は終了いたしました。ありがとうございました。） 
 

 


