
札幌大同印刷株式会社 

２０１４．８．１０ 

事業報告書 



1 ・実施概要 

タイトル  チャリティー えほんいち 

テ ー マ  あなたの えほんが だれかの えほんに  絵本と 思いを 人から 人へ 

開催日時  平成２６年８月１０日（日） １０：００〜１７：００ 

会  場  サッポロファクトリー アトリウム  

参加費用  入場無料 

主  催  札幌大同印刷株式会社 

後  援  札幌市 

協  賛 

 日本生命保険相互会社 
 
 東洋インキ北海道㈱ 
 
 共同印刷機材㈱ 

協  力 

 ㈱サークルKサンクス   サッポロファクトリー 
 
 
 北海道新聞八日会中央支部   北海道新聞八日会南部支部 
 
 
 公益財団法人さっぽろ青少年女性活動協会 
 
 
 ㈱北海道ニューパック   石田製本㈱   ㈲北村看板店 
 
 
 モリタ㈱   ㈲スタジオTAKE2   福井商会㈱ 



2 ・募集告知について（媒体各社様） 

平成26年8月8日（金）  北海道新聞 週刊ガイド33面（札幌圏）［事前告知］ 

TV 

平成26年8月11日（月）HTBニュース 
※8月10日当日のファクトリーでの様子を流していただきました。  

平成26年7月１０日（木）  クレス バイクマン8月号掲載［事前告知］ 

子育て支援ポータルサイト 子育て！北海道［事前告知］  

札幌・道内情報サイト シリウス通信［事前告知］  

新聞 

雑誌 

ＷＥＢ 



3 ・募集告知 制作物 

◆チラシ 

◆北海道新聞様用 
 
241,730枚印刷（内、119,830枚折込、116,900枚ポスティング） 
 ※大同印刷分 5000枚 

◆ポスター 

 
 
521枚印刷 
 ※大同印刷分 500枚 

◆サンクス様用 
 
18,500枚印刷（ポスティング） 
  

 
 
500枚印刷 
  

◆児童会館様用 
 
10,000枚印刷（配布） 
  

 
 
190枚印刷 
  



4 ・募集告知 制作物 

◆ウエブサイト（札幌大同印刷） 

◆Facebook（札幌大同印刷） 



5 ・えほん募集 

■えほん募集概要 

あなたのご家庭に眠っている絵本をゆずって下さい。本イベントではみなさまからおゆ
ずり頂いた絵本を安価で販売し、売上金より実施経費を控除後、全額を札幌市さぽーと
ほっと基金を通し、子どもの健全育成を図る活動へ寄付いたします。絵本をゆずってく
れた方々には本チャリティーイベントへの「参加のしるし」として、「えほんいち」オ
リジナルノートを差し上げます。 

■募集期間 平成26年7月1日（火）〜平成26年7月31日（木） 

■受付場所 

●札幌大同印刷株式会社 
 [本   社] 札幌市厚別区厚別東3条2丁目1-1 
 [営業本部] 札幌市豊平区豊平5条5丁目2-25 
 
●サンクス 
 札幌市内全店 
 
●北海道新聞販売所 
 ［北海道新聞 若林販売所］ 札幌市中央区北1条東7丁目10-55 
 ［遊佐新聞販売（株）］札幌市中央区北4条西11丁目1 
 ［北海道新聞 中央南販売所］札幌市中央区南4条西9丁目1007-13 
 ［北海道新聞田中販売所］札幌市中央区北3条西22丁目1-14 
 ［北海道新聞 石川販売所］札幌市中央区南5条西20丁目1-7 
 ［北海道新聞 佐藤販売所］札幌市中央区南11条西20丁目4-1 
 ［（株）道新円山インフォメーションセンター］札幌市中央区南7条西25丁目3-16 
 ［北海道新聞 藤村販売所］札幌市中央区南18条西12丁目4-28 
 ［北海道新聞 中野販売所］札幌市中央区南18条西8丁目2-2 
 ［北海道新聞 奥山販売所］札幌市豊平区豊平6条3丁目2-30 
 ［北海道新聞 多畑販売所］札幌市豊平区平岸4条4丁目4-1 
 ［株式会社 道新いかわ］札幌市豊平区中の島1条9丁目4-11 
 ［北海道新聞 永田販売所］札幌市豊平区平岸6条13丁目7-18 
 ［川沿北販売所 （有）どうしんいわい］札幌市南区川沿6条3丁目2-5 
 ［北海道新聞 岸販売所］札幌市南区川沿8条2丁目1-11 
 ［北海道新聞 （株）谷新聞店］札幌市南区澄川4条4丁目1-5 
 ［北海道新聞 加藤販売所］札幌市南区真駒内泉町2丁目2-31 
 ［道新くまがい販売所］札幌市南区澄川5条11丁目1-4 
 ［北海道新聞 北野販売所］札幌市南区石山2条6丁目7-88 
 ［北海道新聞 大磯販売所］札幌市南区藤野3条7丁目12-18 
●児童会館 
［幌西児童会館］ 札幌市中央区南14条西16丁目2-15 
［麻生児童会館］ 札幌市北区北39条西5丁目3-5 
［北栄児童会館］ 札幌市東区北30条東6丁目1-15 
［菊水やよい児童会館］ 札幌市白石区菊水1条4丁目6-61 
［厚別東児童会館］ 札幌市厚別区厚別東3条4丁目4-13 
［西岡児童会館］ 札幌市豊平区西岡3条6丁目6-1 
［里塚児童会館］ 札幌市清田区里塚2条3丁目12-23 
［澄川児童会館］ 札幌市南区澄川4条6丁目1-1 
［手稲東児童会館］ 札幌市西区西町北10丁目3-8 
［前田しらかば児童会館］ 札幌市手稲区前田8条15丁目17-25 
 

■注意事項 
おゆずり頂くえほんは、つぎのひとへと引き継がれるものですので破れや汚れがひどい
ものや落丁したものはご遠慮ください。また、マンガや挿絵のない児童書はご遠慮くだ
さい。 

■えほん集計（結果） 

  100円     ＝    1118冊 
 300円     ＝    1174冊 
 500円     ＝      658冊 
 合計       ＝     2950冊 



6 ・ぺったんアート作品募集コンテスト 

■ぺったんアート概要 

本チャリティーイベントの実施当日、会場を飾る「ぺったんアート」を 

札幌市内の幼稚園児のみなさんに制作して頂きたいと思っています。 

げんきな園児のみなさんの想像力を発揮した作品をこころよりお待ちして

おります。 

■応募期間 2014年 7月 18日（金）まで 

■応募場所 

●つきさむ幼稚園 
 札幌市豊平区月寒東2条11丁目 
 
●幌南学園幼稚園 
 札幌市豊平区月寒西1条3丁目 

■制作要項 

専用応募用紙の中面に絵具を使って、自由に個性を発揮して描いてくださ
い。さらに裏面の応募記入欄にお名前と、小学校名・学年、または幼稚園
名をご記入ください。 
描いて頂いた作品は、弊社担当者が回収に伺います。 
※描いて頂いた作品は、ご返却いたしませんので、あらかじめご了承願い
ます。 

■表彰要項 
2014年8月10日（日）サッポロファクトリーアトリウムにて発表。
AM10：00〜PM17：00 
最優秀賞１名、優秀賞２名、佳作１０名、入賞２０名 

◆審査風景 ◆展示風景 



7 ・イベント会場図１ 

■会場図（イベントスペース） 



8 ・会場設営制作物 

 ◆サイン関係 

◆ぺったんアート展示サイン 
 800×420                       

◆ぺったんアート展示サイン 
 プライズキャプション                       

◆ステージ背景サイン 
 3120×1560                       

◆えほんコーナー価格サイン 
 900×600                       



9 ・会場設営制作物 

◆コーナーサイン備品小 
 420×594                       

◆イベントスケジュールパネル 
 728×1030                       

◆主旨告知パネル 
 728×1030                       



10 ・ノベルティグッズ 

◆オリジナルノート５種                       

◆オリジナルシール                       



11 ・えほんいち実施状況 

□天候 晴れ 

□気温 ２５℃ 

□入場者数 約１４００人 

□えほん売上 1００円   × ３７２冊 ＝ ￥３７，２００− 

  ３００円  × ３１７冊 ＝ ￥９５，１００− 

  ５００円  × １７６冊 ＝ ￥８８，０００−   小  計 ８６５冊 ＝ ￥２２０，３００－ 

  レターセット×２６セット ＝ ￥ ５，２００− 

  合  計          ￥２２５，5００－            寄  付  金  額   ￥２２５，０００－ 

えほんいちでは約１４００人のご来場がありました。 

弊社社員達もたくさんのご来場者とふれあい充実した時間を過ごすことが出来ました。 

大変多くの企業様よりご協賛、ご支援いただき大盛況に終わることができ、この場をお借りして

社員一同感謝いたします。 



12 ・ぺったんアート、えほん読み聞かせ 

■ぺったんアート 

  札幌市内の幼稚園児の想像力を発揮した力作がたくさん集まりました。 

  すばらしい作品が多く、各賞を選ぶのに悩みました。 

■えほん読み聞かせ 

 えほんパフォーマーの岸田 典大さんに来てもらい、ステージ上にて、えほん読み聞 

 かせのパフォーマンスをしていただきました。 

 こども達は岸田さんのコミカルな話し方に引き込まれていた様です。 



13 ・えほんづくりコーナー 

■絵本作り体験教室は、全３回実施し、いずれも定員に達し大盛況でした。 

 この教室を目当てにご来場くださったご家族もあり、親子ではさみやのりを駆使して素敵 

 な本が出来上がりました。 

 スタッフである社員もお手伝いしながら交流を計れたことは、大変貴重な経験となりました。 


