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1.総括 
 
 “ウィズ・コロナ”が常態化する中で本法人の「地域により深く根ざしながら海外への展開も同時に行うグローカルな

事業展開を目指す」という中期目標を実現するため，「ひらく」を年次テーマに掲げて新たな事業展開に取り組んできた

2021年度は，まん延防止等重点措置期間が事業年度の2/3を占める異常事態の中においても安定した経営を確立すること

ができた1年であった。 

 2021年度計画書に述べたように，本年度の事業の柱は「ポストコロナの遊び体験・学び体験・創作体験の深耕と推

進」，「想像力と創造力を喚起するコンシューマーグッズの開発・販売」，「本法人の知見の書籍化」の3つであった。そこ

で3つのテーマ別に，以下の通り総括する。 

 1 つ目の「ポストコロナの遊び体験・学び体験・創作体験の深耕と推進」については，いくつかののリアルイベントが

中止となったものの，リアルイベントの展開とオンラインプログラムの推進というハイブリッドな展開となった。特に本

年度は，本法人の拠点である九州地区において地域社会や自治体との協働のもと，多彩な事業を行うことができた。具体

的には，対面での展開として大牟田市ともだちや絵本美術館でのどうぶつ家具（本法人の開発したオリジナル家具）を使

った物語づくりワークショップ，大牟田市三池炭鉱世界遺産での「みんなでつくる宮原坑（みやのはらこう）体操」づく

り，久山町での「しんぶんどうぶつえん」ワークショップ（古新聞を使い，創造力の赴くままに子どもが自由に立体物の

創作を行う），オンラインでの展開としては，ミニふくおか（子どもたちがつくる仮想のまちで、子どもたちが主体的に

活動する大型イベント。2021 年度はリアルとオンラインのハイブリッドで実施）での企画・ファシリテーションなどで

ある。また，「サイエンス＋クリエイティブ」をコンセプトとし，2016 年から本法人も企画に携わっている福岡市科学館

では，子どもたちに驚きの体験を通して科学の面白さを伝えるテーブルサイエンスを実施する運営サポーター（地域ボラ

ンティア）の人材育成を行い，子どもたちの育ちと社会・地域づくりの推進に携わった。また，本法人代表の遠藤幹子が

開発し，千葉市美術館などで展開してきたオリジナルプログラム「しんぶんどうぶつえん」は株式会社電通が運営するオ

ンライン教育プログラム「スコップ・スクール」にてオンラインワークショップ「新聞建築を作ろう」として展開した。

現在同プログラムを映像化し、全国の教育関係施設にコンテンツ提供する準備を進めている。 

 

 2つ目の「想像力と創造力を喚起するコンシューマーグッズの開発・販売」については，アフリカンプリントを使った

家具やグッズの企画・製造を行い，商品を紹介・販売するウェブサイトを開発。現地を訪れての資材調達はかなわないな

がら，遠隔での調達から国内製造，そして自社販売にいたる一連の製造販売基盤を確立した。 

 3つ目の柱であるナレッジの書籍化は，京都大学の塩瀬隆之准教授の協力を得ながら現在進行中である。 



 また，本法人発足時から事業の柱の１つとしてきたスペース・デザイン事業は，2020年度にパンデミックの影響を大

きく受けたが，2021年度は国内経済が“ウィズ・コロナ”体制へと移行することによって，事業規模が大幅に改善・回

復し，成長軌道に戻しつつある。 

 総括して，パンデミックによる劇的な環境変化を成長の機会とし，新しい事業環境における安定的な経営基盤を築くこ

とができた1年であったといえよう。コロナに振り回される学校現場で，子どもたちの遊び体験や友だち同士のコミュニ

ケーションの機会の大幅に制限されていることとその長期的影響が危惧されている。本法人がその活動を通して，子ども

たちの学びと成長，ひいては地域・社会の活性化に貢献できるよう，引き続き取り組んでいきたい。 

 

 

2. 事業の実施に関する事項 
 
(1) 本一般社団法人の主たる目的に係る事業 

①スペース・デザイン事業 

a)  栄光ゼミナール 教室の学習環境 内装デザイン 

b) ミニふくおか こどものまちづくり 空間デザイン 

c) 小川の家 内装デザイン 

②コミュニティ・デザイン事業 

a) 福井県文化振興事業団 アートプロジェクト支援事業 

b) 大牟田市三池炭鉱世界遺産 みんなでつくる宮原坑 体操づくりワークショップ ほか 

c) 大牟田市ともだちや絵本美術館 はじまりの絵本 物語づくりワークショップ 

d) ミニふくおか こどものまちづくり ワークショップ 

c) 福岡県糟屋郡久山町 しんぶんどうぶつえん ワークショップ 

③エデュケーショナル・プログラム事業 

a) スコップ・スクール オンライン・クリエイティブ教育講座 

d) ミニふくおか こどものまちづくり ワークショップ 

c) 福岡県糟屋郡久山町 しんぶんどうぶつえん ワークショップ 

④ブランドデザイン、ビジネスデザインおよびコンサルティング事業 

 a) Mikko the Magic アフリカ生地の椅子、どうぶつ家具 プロダクトデザインと販売 

  b) sixinch キッズ系のクッション家具のロイヤルティ収入 

⑤その他 

 a) HPや fb ページの更新 

 b) 各方面での講演 

 c) 書籍の執筆  

※ ・・協力会社office mikiko と恊働した事業 

 



事 業 名 

( 定款に記載した事業) 

具体的な事業内容 (A)当該事業の実施期間 

(B)当該事業の実施場所 

(C)従事者の人数 

(D) 受益対象者の範囲 

（１）文化及び芸術の振興を目的

とする事業 

①-b、②-a、②-b、②-c、②-d、②-e、

②-f、③-a、③-b、③-c、③-d 

別紙参照 主に国内在住幼児・児

童およびその家族等 

（２）児童又は青少年の健全な育

成を目的とする事業 

①-a、①-b、②-b、②-c、②-d、②-e、

②-f、③-a、③-b、③-c、③-d、④-b、 

同上 

 

主に国内在住幼児・児

童およびその家族等 

（３）文化及び芸術を通じて国民

の心身の健全な発達に寄与し、又

は豊かな人間性を涵養することを

目的とする事業 

①-b、②-a、②-b、②-c、②-d、②-e、

②-f、③-a、③-b、③-c、③-d 

同上 

 

主に国内在住幼児・児

童およびその家族等 

（４）地域社会の健全な発展を目

的とする事業 

①-b、②-a、②-b、②-c、②-d、②-e、

②-f、③-b、③-c、③-d 

同上 

 

主に国内在住幼児・児

童およびその家族等 

（５）遊び、学び、育ちに関する

空間のプロデュース及びデザイン

に関する事業 

①-a、①-b、②-d、③-b 同上 

 

主に国内在住幼児・児

童およびその家族等 

（６）教育・啓発プログラムの企

画・運営・コーディネイト事業 

②-b、②-c、②-d、②-e、②-f、③-b、

③-c、③-d 

同上 

 

主に国内在住幼児・児

童およびその家族等 

（７）プロダクトの企画・生産・

販売事業 

④-a、④-b 同上 主に国内在住幼児・児

童およびその家族等 

（８）情報発信（ウェブサイトの

運営、出版物の刊行、展覧会開催

等）を行う事業 

①-b、②-d、⑤-a、⑤-c 同上 主に国内在住幼児・児

童・青少年および成人 

（９）国内外における異文化及び

異分野の交流交歓を促進する事業 

④-a、④-b 同上 

 

主に国内在住青少年お

よび成人 

(10) ブランドデザイン、ビジネス

デザイン及びコンサルティングに

関する事業 

④-a 同上 主に国内在住青少年お

よび成人 

 

(2) その他の事業 

  



＜MA R3年度（2021年度） 各事業の実施日、開催場所、人数＞ 
 

①スペース・デザイン事業 

a)  栄光ゼミナール 教室の学習環境 内装デザイン 

【2021.5.1~2022.4.30／福岡市中央区西中洲6-27-5F（MA）、神奈川県川崎市（ゼミナール・ビザビ川崎校）、千

葉県柏市（ナビオ柏校）、静岡県三島市（ICE三島校）、東京都立川市（E-Style 立川校）、神奈川県川崎市（ナビオ

新百合ヶ丘校）、神奈川県横浜市（ナビオ・ビザビ横浜校）、東京都中野区（E-Style 中野校）、群馬県高崎市（ディ

アロ高崎校）、静岡県沼津市（ディアロ沼津校）、群馬県宇都宮市（ディアロ宇都宮校）、東京都大田区（ビザビ大森

校）ほか／３人（遠藤、岩嵜、内山）】 

b) ミニふくおか こどものまちづくり 空間デザイン 

【2021.5.1~2022.1.31／福岡市千早区（なみきスクエア）／10人（遠藤＋関係スタッフ）】 

c) 小川の家 社員オフィス 空間デザイン 

【2021.6.1~2021.7.31／福岡市中央区西中洲6-27-5F（MA）、長崎県長崎市（株式会社小川の家）／１人】 

 

②コミュニティ・デザイン事業 

a) 福井県文化振興事業団 アートプロジェクト支援事業 

【2021.5.1~2022.4.30／福岡市中央区西中洲 6-27-5F（MA）、福井県（オンライン参加）／15 人（遠藤＋参加

者＋関係スタッフ）】 

b) 大牟田市三池炭鉱世界遺産 みんなでつくる宮原坑 体操づくりワークショップ ほか 

【2021.5.1~2022.4.30／福岡県大牟田市宮原町（三池炭鉱宮原坑）、福岡市中央区西中洲 6-27-5F（MA）／100

人（遠藤＋参加者＋関係スタッフ）】 

c) 大牟田市ともだちや絵本美術館 はじまりの絵本 物語づくりワークショップ 

【2021.5.1~2022.4.30／福岡県大牟田市若宮町（ともだちや絵本美術館）、福岡県大牟田市上内（大牟田市立上

内小学校）、福岡市中央区西中洲6-27-5F（MA）／50人（遠藤＋参加者＋関係スタッフ）】 

d) ミニふくおか こどものまちづくり ワークショップ 

【2021.5.1~2022.1.31／福岡市千早区（なみきスクエア）／100人（遠藤＋関係スタッフ）】 

e) 福岡県糟屋郡久山町 しんぶんどうぶつ ワークショップ 

【2022.10.31／福岡県糟屋郡久山町（レスポアール久山）／50人（遠藤＋参加者＋関係スタッフ）】 

f) 福岡市科学館 おとなのサイエンス＋クリエイティブクラブ（※） 

【2021.5.1-2022.4.31／福岡市中央区六本松4-300-1（福岡市科学館）／30人（遠藤＋参加者＋関係スタッフ）】 

 

③エデュケーショナル・プログラム事業 

a) スコップ・スクール オンライン・クリエイティブ教育講座 

【2021.5.1~2022.4.30／福岡市中央区西中洲 6-27-5F（MA）、東京都港区東新橋 1-8-1 電通本社ビル（スコッ

プ・スクール）、東京都ほか（オンライン参加）／20人（遠藤＋参加者＋関係スタッフ）】 



b) ミニふくおか こどものまちづくり ワークショップ 

【2021.5.1~2022.1.31／福岡市千早区（なみきスクエア）／100人（遠藤＋関係スタッフ）】 

c) 福岡県糟屋郡久山町 しんぶんどうぶつ ワークショップ 

【2022.10.31／福岡県糟屋郡久山町（レスポアール久山）／50人（遠藤＋参加者＋関係スタッフ）】 

d) 福岡市科学館 おとなのサイエンス＋クリエイティブクラブ（※） 

【2021.5.1-2022.4.31／福岡市中央区六本松4-300-1（福岡市科学館）／30人（遠藤＋参加者＋関係スタッフ）】 

  

④ブランド・デザイン、ビジネス・デザインおよびコンサルティング事業 

 a) Mikko the Magic アフリカ生地の椅子、どうぶつ家具 プロダクトデザインと販売 

【2021.5.1~2022.4.30／福岡市中央区西中洲6-27-5F（MA）／１人（遠藤）】 

 b)  Sixinch キッズ系のクッション家具のロイヤルティ収入 

  

⑤その他 

 a) HP や fb ページの更新 

 b) 各方面での講演 

 c) 書籍の執筆 

 

※ ・・協力会社office mikiko と恊働する事業 


