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【第5期】令和3年:2021年度(3年:2021年5月1日～4年:2022年4月30日)事業報告書

新型コロナウィルスの流行が長引き、前期に引き続き活動が難しい1年となりました。

しかし、様子を見ているだけでは前進は叶いませんので、世情を常に意識しながら我々の掲げる「楽しくチャリティ」

の継続実現に向け、可能な限りの活動を展開致しました。

１）事業報告と今後

■ 「ありがとうBook」さんとの継続提携■

前期よりスタートした「ありがとうBook」さん（http://www.39book.jp/supporter/3178）を通じての

寄付活動が、ばらつきはあるものの毎月ある程度の金額をいただけるように安定してきました。

”お部屋の片付けをしながら寄付が出来る”という仕組みが、コロナ禍におけるステイホーム生活においてやりや

すい、また昨今のSDG’ｓの思考にも添う部分があり、認知が上がっている印象です。

同様の寄付取り組みを行っている企業・団体は他にもあるので、連携先を徐々に増やしていきたいと考えてい

ます。

【今期の寄付総額： 575,118円】

<2021年>

5月 ：62,110円 6月 ：59,239円 7月：42,073円 8月：16,739円 9月：25,192円

10月：68,968円 11月：124,780円 12月：11,866円

<2022年>

1月：21,044円 2月：64,756円 3月：37,683円 4月：40,668円

【寄付の仕組み】

全国の方が家庭で不要になった本・雑誌・ゲームなどを「ありがとうブック」さんに送ることで、その買い取り金額の

一部が、選択した非営利団体に寄付となる

http://www.39book.jp/supporter/3178


■ 第0回「しゃぼんフェスティバル」＠ひらかたパーク■

コロナによりあらゆる活動が停滞する中、緊急事態宣言をにらみながら開催したのが当イベントでした。

主たる活動である「ガチャガチャプロジェクト」(後述)の継続実施運営を目的に、ひらかたパークさんご協力のもと

161名(大人125名 子供36名)の方々が参加、売上の一部で関西医科大学付属病院小児科にガチャガ

チャマシーンを1台お贈りすることが出来ました。

コロナによる病院側の人手の問題もあり実際の運用は来期からとなりますが、この時期にこうした活動を実現出

来たのは、我々にとってもとても励みとなりました。

当日は、参加者は参加費に含まれているサンタ衣装に身を包み、これまた参加費に含まれているしゃぼん玉ス

ティックを手にしゃぼん玉を飛ばしながら園内をパレード、乗り物ジャック、プロモーション動画撮影への参加、サン

タと記念撮影、巨大しゃぼん玉体験、チャリティドリンクと、様々なコンテンツを楽しんで頂きました。コンテンツに参

加しながら自由に遊べる企画とし、とても楽しそうな様子が印象的な1日となりました。

コロナで“集まる”という体験が一切出来なくなっていたタイミングだったこともあり、人と触れ合う嬉しさに笑顔が一

層華やいでいました。

次期の継続開催に向け、協議を始めています。

<開催概要＞

イベント名 ： 第0回「 しゃぼんフェスティバル」
開催日時 ： 2021年12月5日（日）10時30分～16時
開催場所 ： ひらかたパーク（枚方市枚方公園町1-1） http://www.hirakatapark.co.jp/
開催目的 ： 病気と闘う子どもたちの治療の励みに、日本中の病院にガチャガチャを設置する「ガチャガチャ

プロジェクト」継続実施
内 容 ： 園内パレード

乗り物ジャック
プロモーション動画出演
サンタとの記念撮影
巨大しゃぼん玉体験
オリジナルチャリティフードの販売

参加人数 ： 161名(大人125名 子供36名)
参加料金 ： 大人 ¥3,900 子供(小学生以下) ¥2,500
（税込） ＊入園料・チャリティ・サンタクロース衣装・しゃぼん玉セット、チャリテイバルイベント「サンタバル」

(12/1～5開催：前回(2019年)公式サイト https://santa-bar.com/)チケットが含
＊乗り物代、乗り放題チケットは別途ご購入

購入方法 ： イープラス https://eplus.jp/shabon-festival/
主 催 ： NPO法人プロジェクトサンタ
共 催 ： 京阪電気鉄道株式会社

http://www.hirakatapark.co.jp/


＜メディア露出＞

メディア向けに積極的にプレスリリースを配信、事前告知、当日取材による露出を数多く獲得しました。

こうした広報活動により、お問いわせが増え寄付へと繋がるといった波及効果を得ることが出来たのも、大きな

成果となったイベントでした。

読売テレビ「情報ネットten.」

朝日新聞

媒体 露出日 備考

1 テレビ 朝日放送「ANNニュース」(夕方) 12月5日 当日取材

2 テレビ 読売テレビ「情報ネットten！」 12月6日 急性期医療センター及び当日取材

3 新聞 神戸新聞（朝刊） 11月13日

4 新聞 産経新聞（朝刊） 11月20日

5 新聞 朝日新聞(夕刊) 12月6日 急性期医療センター及び当日取材

6 WEB @Press 10月14日 https://www.atpress.ne.jp/news/280652

7 WEB 朝日新聞Digita「&M」 10月14日 https://www.asahi.com/and/pressrelease/410122389/

8 WEB Mapionニュース 10月14日 https://www.mapion.co.jp/news/release/ap280652/

9 WEB BIGLOBEニュース 10月14日 https://news.biglobe.ne.jp/economy/1014/atp_211014_7369168684.html

10 WEB exciteニュース 10月14日 https://www.excite.co.jp/news/article/Atpress_280652/image/4/

11 WEB 財経新聞 10月14日 https://www.zaikei.co.jp/releases/1445907/

12 WEB recri 10月中旬 https://recri.jp/events/066b4f12-9cca-438b-acdc-185e5eb1fe72

13 WEB ウォーカープラス 10月25日 https://www.walkerplus.com/event/ar0727e417648/

14 WEB まいどなニュース 10月29日 https://maidonanews.jp/article/14469490

15 WEB YAHOO！ニュース 10月29日 https://news.yahoo.co.jp/articles/6d3c54fcd2e88efa2ec388d04a15395a8c65bd2b

16 WEB 神戸新聞NEXT 10月29日 https://www.kobe-np.co.jp/rentoku/omoshiro/202110/0014800629.shtml

17 WEB デイリー 10月29日 https://www.daily.co.jp/society/life/2021/10/29/0014800629.shtml

18 WEB 枚方の地域情報サイト「まいぷれ」 11月頭頃 https://hirakata.mypl.net/event/00000382231/

19 WEB 大阪スケジュール 11月12日 https://osakaschedule.jp/?p=54037

20 WEB 朝日新聞デジタル 12月2日 https://digital.asahi.com/sp/articles/ASPD23T3XPCTPQIP00R.html?iref=sp_new_news_list_n

21 WEB ABCニュース 12月5日 https://www.asahi.co.jp/webnews/pages/abc_13148.html

22 WEB 読売テレビニュース 12月6日 https://www.ytv.co.jp/press/kansai/125731.html

23 WEB 日テレNEWS 24 12月6日 https://www.news24.jp/nnn/news92sq8n9t0x8witodiq.html

24 WEB YAHOO！ニュース 12月6日 https://news.yahoo.co.jp/articles/484159e9357079b9309714a462c36ec44c81442a

25 WEB まいどなニュース 12月10日 https://maidonanews.jp/article/14498772

26 WEB YAHOO！ニュース 12月10日 https://news.yahoo.co.jp/articles/2afd64182a0ddbe94309c2a90e43353822486fcc

27 WEB 神戸新聞NEXT 12月10日 .kobe-np.co.jp/rentoku/omoshiro/202112/0014906234.shtml
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■ ガチャガチャプロジェクト■

すでに設置・運営している4病院への景品継続寄付に加え、2021年8月に京都府立医科大学医学部附属病

院に、2022年3月には第0回「しゃぼんフェスティバル」開催による成果として関西医科大学付属病院に新たに設

置することが出来ました。関西医科大に関しては、実際の運営は来期からとなりますが、各日に設置病院数を増

やすことが出来ました。

コロナ禍において、闘病する子供たちの数少ないエンタテイメントとして病院からもご評価を頂いております。加えて

設置を見送っていた病院からもお問いわせがあり、来期も確実に数を増やせる体制になっています。

【プロジェクト概要】

治療を嫌がる子どもをなだめたり、背中を押したりするために看護師さんや保育士さんが自分たちで小さなシールや

おもちゃを用意、ご褒美に渡すと子どもたちが頑張れる!と言うお話から発想を得た取り組み。

ガチャガチャマシーンの設置後は、永久的に景品の補充が必要となります。設置台数と景品補充のバランスを見て

予算を策定しつつ、継続して実施して参ります。

■チャリティ専門ファッションブランドのJAMMINさまとのコラボ企画■

「チャリティだから」ではなく、「カッコいいから」「モノがいいから」、商品を手に取ってもらい購入してもらうのだという京

都のJAMMINさん。世の中の様々なNPO/NGOの活動をファッションを通じてまずは知ってもらいたいという想いで

活動されています。

そんなファッション視点からのチャリティは、我々の「楽しくチャリティ」と相通じるものがありコラボレーションが実現、

2021年10月4日から1週間、JAMMINさん制作のオリジナルデザインのTシャツ・パーカー・バッグなどを販売、

180名の方に賛同・購入いただき、売上の一部245,690円寄付として頂戴しました。

＜JAMMINさま公式サイト＞ https://jammin.co.jp/

プロジェクトサンタのために
作成されたオリジナルデザイン

https://jammin.co.jp/


■継続寄付■
＜サンタバル＞ https://santa-bar.com/
今期で3回目の継続寄付を頂きました。

■新しい寄付■

＜国際ロータリー第2660地区 ＩＭ第５組＞

第0回「しゃぼんフェスティバル」のメディア取材をご覧になったご縁からご寄付を頂きました。

その他にも個人、団体からお問いわせを頂き、新たなネットワークの広がりの可能性を感じています。

■ 今後の新しい取り組み■

＜ Book-Boxプロジェクト＞

「ありがとうBOOK」さんへの寄付を推進するプロジェクトとして今期より各所へ提案を始めました。

会社や病院、店頭、団体事務所等で本・雑誌・ゲームを回収するボックスを設置、集まった時点で定期的に「あり

がとうBOOK」さんへ送付、当NPOへの寄付として頂く仕組みです。

今期ご寄付を頂いた国際ロータリー第2660地区IM第5組さんにて試験的にお取組みいただきました。

現在、子供服アパレル会社、病院へ交渉をしています。

【仕組み】

■ OMUSUBI~病気に関わるあらゆる情報のポータルサイト運営~ ■

リニューアルを検討しており、今期の進展はありませんでした。

■ Teatime Project ■

前期同様、どの病院も外部からの訪問が規制されており、Teatimeプロジェクトについては全面的に中止となりま

した。

定期的な病院とのコンタクトにより、来期には再開を望む声もいただいており、状況を見ながら企画していこうと考

えています。

協力企業/団体

★回収応援ボックス

の設置

ありがとうブック

①宅急便で送付

②受領証

プロジェクトサンタ

④活動報告
領収書 ③買取金額振込

病院

ガチャガチャの設置・景品の定期的提供

社員、お客様の

読み終わった本等

■ ギフトボックスプロジェクト「母の日」バージョン■

大切な人にサプライズプレゼントを贈るギフト企画で、今回は「母の日」をターゲットに初実施。

ターゲットに添った商品をアソートしたギフトを作成しWEB上で販売、売上の一部を「ガチャガチャプロジェクト」の

運営に回します。

今回は1個3,900円(税込)で設定、限定30個で挑戦、4月末まで応募を受け付け完売しました。

今後は、子どもの日、父の日、ハロウィン、クリスマスといったオケージョン仕様から、KIDS BOXや癒しセットなど季

節を問わず通年で販売出来るギフトを企画して参ります。

https://santa-bar.com/


2）事業実施体制

■ 会議に関する事項■
<理事会>
2021年3月13日(土)    10時～11時 ＠ オンライン会議【臨時】
2021年6月5日(土) 10時～11時 ＠ オンライン会議

<総会>
2021年3月13日(土) 11時～12時 ＠ オンライン会議【臨時】
2021年6月5日(土) 11時～12時 ＠オンライン会議

<事務局会議>
2021年 5月23日(土) 9時半～11時 ＠ オンライン会議
2021年 5月28日(金) 21時～22時半 ＠ オンライン会議
2021年 8月11日(水) 20時～21時 ＠オンライン会議
2021年 9月17日(金) 21時～22時半 ＠オンライン会議
2021年 9月24日(金) 21時～22時半 ＠オンライン会議
2021年10月 1日(金)  21時～22時半 ＠オンライン会議
2021年10月22日(金) 21時～22時半 ＠オンライン会議
2021年11月 8日(月) 21時～22時半 ＠ オンライン会議
2021年11月15日(月) 21時～22時半 ＠ オンライン会議
2022年 1月 8日(土) 10時～11時 ＠ オンライン会議
2022年 1月12日(水) 14時～16時 ＠ 分室
2022年 2月 9日(水) 12時～14時 ＠ 分室 他、各種分科会も開催

■事務局体制
理事長 藤田舞
副理事長 加藤裕子
理事 伊藤みゆき・鈴木美帆・角田美穂・藤江優子
監事 池上俊雄・野上卓志

■会員
正会員 10名 賛助会員 4名


