
NPO法人ネオギャラクシー

2020年6月

会社概要・事業計画書・報告書



会社概要団体名 NPO法人ネオギャラクシー 

理事長 入山 忠 

団体目的 子どもたち（主に小中学生）の未来の成長へ寄与すること 

事業 １）遊びを通じた学びと親子の交流促進イベント事業 
２）実践的な職業体験と価値教育推進事業 
３）小学生向け放課後職業訓練塾事業 
４）小学生向けメディア事業 

経歴 ・福岡のイベント会社入社　2001年～2004年 
・フリーのイベントディレクターとして活動　2004年～2007年 
・株式会社ポケモン 宣伝部所属　2008年～2011年　　　　　　　　　　　　　　　 
　＊ニンテンドー3DSソフト「ポケットモンスター」の世界大会を3年間プロデュース 
・NPO法人greenbird 事務局長＆理事に就任　2012年～2018年 
　＊全国80チームでの清掃活動・被災地支援（仙台/福島/熊本）・全国海岸事業など 
　＊東京都港区を拠点に多数の企業のイベント企画を立案＆実施 
・社団法人未来キャンバス 設立 2013年～ 理事就任 
　＊小中学生の教育推進事業：文科省の土曜学習応援団、大自然大会ミュージアム「Orbi」と協同 
・NPOネオギャラクシー 創設 2018年7月～　2019年8月ＮＰＯ法人認証（法人化） 
　＊子ども向け成長教育促進事業：次ページにて記載 

理事 
東 秀憲（株式会社ヴィアージュ 代表） 
田川 あつし（株式会社パワーステージ 代表） 白石 洋一（まちづくりプロデューサー） 

監事 事務局スタッフ 5名 （2020年6月現在） 

事業収入 30,000,000円/年間 

所在地 本社）福岡県福岡市早良区西新2-4-6 
六本松オフィス）福岡市中央区六本松4-9-7-606 



１）遊びを通じた学びと親子の交流促進イベント事業 

ワンコインで身近な公園をエンターテイメント化

２）実践的な職業体験と価値教育推進事業 

各コンテンツのご紹介

自宅から気軽にいける身近な「公園」を舞台に500円（ワンコイン）で参加できる親子イベントを開催し、 
福岡を拠点に全国各地の身近な場所を遊び場に変えていきます。 
2018年11月からスタートした第一弾イベントの親子謎解きウォーキング「アルクエスト」は、 
開催1年で、全国各地の公園で120,000名を超える親子の参加数を達成！ 
2020年は全国全市町村展開に向け、毎週どこかの公園や施設で開催中です！ 

３）小学生向け経営塾事業（2020年夏スタート予定） 

子どもたちの経済圏をつくろう！

子どもが考え、つくる、やってみる、うってみる、はたらいてみる、子どものはたらく行動を価値化します。 
価値は子どもたちだけが使える「仮想通貨」を通じて流通していきます。福岡から全国へ。 
2018年9月にスタートした「アソビイチ」は、子どもたちが「仮想通貨」を通じて、 
働く体験や、バザーの出店、モノづくり体験などができ、同時に価値を学べるイベントです。 
9月に天神中央公園、10月にアイランドシティ中央公園で開催し、合計3,500名の来場者と、 
約150名の子ども運営スタッフがはたらき、30店ほどの子どもバザー出店があり好評を得ました。 
2019年は、大型施設と提携開催。現在、3月にイオンモール福津、4月に木の葉モールで開催！ 
7月には積水ハウス様協賛のもと、アイランドシティ（福岡）で開催。 
今後も、さまざまな企業や店舗と提携し、「仮想通貨」を通じた経済圏を構築していきます。 

子どもが全員経営者！起業脳をつくる経営塾！
放課後や長期休みの時間を有効活用した「子ども経営塾」を2020年春にスタートします。学校では学べない 
「経営」を実践的に学びます。第一弾は、「お店づくりの経営」。実際のイベントで出店することをゴールにし、 
地域のプロからの講義などを交え学んだものを実践することで短期間で成長する仕組みを作ります。 
教室は各地の「神社」、少人数小規模なスクルールを福岡を拠点に全国で開催していきます。 





イベント内容

参加対象 ３歳〜小学生の子どもとその保護者

公園や施設内に隠された謎を親子で協力しながら
解いていき、全問正解を目指すイベント！

参加条件 親子参加（子どもだけの参加はできない）

参加費 子ども1名500円（保護者は無料）

目的と効果 ①親子コミュニケーション　→　親子で協力して謎を解く

②楽しく頭をつかう　　　  →　おもしろい謎がたくさん

③健康促進　　　　　　　→　自然にウォーキングする

イベント概要

選べるコース ノーマルコース：小学生向けスタンダードコース

ハードコース：謎解き上級者向け（難問）

とことこラリーコース：3歳〜5歳くらいの簡単コース

主　催 NPO法人ネオギャラクシー

後　援 各開催地の自治体と教育委員会

告　知 各開催地の全小学生へチラシ配布（学校及び幼保園へ配布）



〜親子で楽しみながら頭と体を使うイベント〜

公園内を散策しながら謎解きを楽しみます！



＜謎解きマップ＞謎が設置してある場所を探すマップ

公園版 施設版



＜問題シート＞公園や施設内に設置する問題シート（A5サイズ：ラミネート）

全10問 全10問

所要時間：約1時間 所要時間：約1.5時間

全15問

所要時間：約1時間

（小学生低学年向け） （小学校高学年＋大人） （3歳〜5歳向け）

ライトコース ノーマルコース とことこラリーコース

一部スマホを使って謎を解く シルエット・なぞなぞ
間違い探しなど

スマホ不要
解答用紙と合わせて謎を解く



＜回答用紙＞

ライトコース

全10問

ノーマルコース

全15問

とことこラリーコース

全15問

参加者用の回答シート（A4サイズ）

全問正解を目指す！ 宝を探して
スタンプをおせば

ゴール！

全問正解を目指す！



＜アルクエスト開催風景：公園＞

問題設置	 スタート＆ゴール	

謎解き風景①	謎解き風景②	



＜アルクエスト開催風景：施設＞

スタート＆ゴール	

イオンモール福津（福岡県福津市）	

告知看板	

謎解き風景	

木の葉モール橋本（福岡市西区）	木の葉モール橋本（福岡市西区）	

木の葉モール橋本（福岡市西区）	

告知ボード	



開催エリア 2018年11月に福岡でスタート！
・九州（福岡、熊本、佐賀、大分、長崎、宮崎、鹿児島、沖縄）
・中国（山口、岡山）・四国（香川、高知）
・近畿（兵庫、大阪、滋賀、三重）
・中部（愛知、石川、富山）・関東（東京）・北海道　で開催済み

開催数＆参加数 次ページ参照

開催会場 福岡：大濠公園、舞鶴公園、山王公園、東公園、青葉公園、箱崎公園・今津運動公園・県営中央公園、春日公園、
　　　白水大池公園、アイランドシティ中央公園、小倉城、勝山公園、山田緑地、響灘緑地・久留米中央公園、浦山公園、　
　　　津福公園、筑後広域公園、諏訪公園、三柱神社、福岡城跡、もーもーらんど、木の葉モール橋本、イオンモール福津
佐賀：森林公園、松浦河畔公園、佐賀城公園、吉野ケ里歴史公園　　長崎：稲佐山公園、あぐりの丘、佐世保公園
熊本：水前寺江津湖公園、坪井川緑地、熊本県農業公園、蛇ケ谷公園、立川自然公園、八代城跡、熊本城公園
大分：七瀬川自然公園、平和市民公園、佐野植物公園
沖縄：奥武山公園、末吉公園、漫湖公園、沖縄県総合運動公園、中城公園、浦添大公園

開催頻度 毎週 5〜6会場で毎週末開催中

実　績　①

2020年2月〜中部、関東、東北の未実施地域で随時開催予定
2020年中に全国の市町村制覇を目標に展開する。

開催予定

山口：山口きらら博記念公園、ときわ公園、彦島老の山公園　　岡山：倉敷みらい公園
香川：仏生山公園、峰山公園、琴弾公園、瀬戸大橋記念公園、丸亀城　　高知：春野総合運動公園、種崎千松公園

兵庫：須磨離宮公園、兵庫総合運動公園、芦屋市総合公園、鳴尾浜臨海公園、手柄山中央公園
大阪：大仙公園、大泉緑地、花博記念公園、服部緑地　　滋賀：皇子が丘公園
三重：富双緑地公園、鈴鹿青少年の森、中勢グリーンパーク

愛知：戸田川緑地、大高緑地　　石川：辰口丘陵公園、奥卯辰山健民公園　　富山：県民太閤山ランド
東京：横十間川親水公園　　北海道：真駒内公園、神楽岡公園
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約12万名



告　知

・開催地の小学生全てにチラシを学校から配布（当団体独自の配布方法にて）
　※細かいエリアの設定も可能

A4サイズ（両面カラー）

・参加率：配布数のおおよそ 3％〜6%（雨天など中止の場合を除く） 

・チラシの印刷及び配送はすべて当団体が行う

１）大規模エリア：800〜1,500組／1週あたり　※開催エリア内の小学生数 30,000人以上

２）中規模エリア：　400〜600組／1週あたり　※開催エリア内の小学生数 10,000人以上

３）小規模エリア：　200〜400組／1週あたり　※開催エリア内の小学生数 10,000人未満



季節イベント

ハロウィン クリスマス

2019年開催の季節限定バージョン



季節イベント

新春（1月） 如月（2月）

2020年開催バージョン

5月 6月



参 加 景 品

オリジナルA4クリアファイル

季節ごとにイラストが変わる！
※上記は2019年のクリスマスバージョン

オリジナルシール

クエストカード（一部地域のみ）





・リサイクルバザー

〜いろんな遊びを通じて学べるイベント〜
福岡県内の公園や公共施設で年3〜4回程度開催

①いらない玩具を交換

Gをもらう

コドモ通貨「G」を使って遊ぶ

②コドモバザーで出店して稼ぐ

③運営スタッフとして働く
Gを使う

①バザー品を買う

②コドモバザーで買い物する

・モノづくりアソビ アクセサリーなどのワークショップで遊ぶ

・特大縁日アソビ 特大の縁日で遊ぶ
一部G使用可

・Neoジャンケンバトル カードを使った新しいジャンケン大会で遊ぶ

③モノづくりや縁日で遊ぶ



告知チラシ ・小学校配布（天神：20,000枚、アイランドシティ：10,000枚）
A4（表） A4（裏）



＜アソビイチ in テンジン開催実績＞

・日時：2018年9月23日(日)〜24日(祝)（2日間開催）11時〜16時
・場所：天神中央公園（福岡市中央区天神）
・来場者数：1日目 1,160名　2日目 1,020名（合計 2,280名）
・コドモバザー出店：1日目15店、2日目12店（合計 27店）
・コドモ運営スタッフ：1日目 53名、2日目 48名（合計 101名）

バザー交換所	 コドモバザー	 バザー品販売	

モノづくりコーナー	 縁日アソビ	 全体風景	



＜アソビイチ in アイランドシティ開催実績＞

・日時：2018年10月28日（日）11時〜16時
・場所：アイランドシティ中央公園（福岡市東区香椎照葉）
・来場者数： 1,230名
・コドモバザー出店：3店
・コドモ運営スタッフ：48名　・学生ボランティアスタッフ 5名

バザー交換所	 コドモバザー	 バザー品販売	

モノづくりコーナー	 縁日アソビ	 全体風景	


