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平成      27      年度事業報告書

平成 27 年 3 月末現在

正会員数　　5 人　賛助会員数　　6 人　(3 年以上未納者は会員数には未計上）

　　ボランティア登録数（学習ボランティア含）　　11 人（登録のみで実質活動が年 0 回は未計上）

■地域交流事業（サロン陽だまり）

　　　○定期イベント○

　　　●絵本の読み聞かせの開催

　　５月～3 月まで毎月 1 回（計 11 回）、外部より絵本の読み聞かせボランティアの方をお招きして絵

本の読み聞かせを活動拠点にて開催した。

○季節イベント○

子育て支援を応援する意味も含め幅広い世代対象に季節イベントを行った。

●クリスマス会

　　１２月２３日　参加者１５名　・　２４日　参加者１５名

●ハロウィンパーティ

　　１０月３１日　参加者８名　　１１月１日　１７名　

●尺八＆琴のミニ演奏会

　　　　８月５日　参加者１６名

　　　●ビーズアクセサリ

　　　　　８月３日　参加者４名　

　　　●リースづくり

　　　　　１２月　参加者９名　　　

　　その他

　　会員を中心に、いらなくなった古紙や段ボール類を頂き、換金したお金は、活動費として活用。

　　会員やボランティアスタッフとの交流を深める為、忘年会や新年会を実施。

　

■子育て  支援  事業

　　　　　

　　　●「学習支援を通じた子どもの居場所つくり」事業

　　　　　○部門別報告○

　わくわくのびのび  教室

日　時　毎月　月曜日から木曜日　週４日(祝祭日休み）

　　　　PM5:00 から PM8:00 までの間、学習支援を実施。4 月～3 月末まで実施）

学習方法　基本的に自主学習を中心として宿題を中心に取り組んだ。

学習ボランティアが自主学習(家庭学習)の支援をした。

月 4 回は、無料の学習日を設け、わくわくのびのび教室利用者以外も参加自由とした。

　

　　　　　会  　場　　当団体活動拠点を活用

　　　　　対象者　小･中・高生その他中退者など 18才未満。（定員９名。）　　

　　　　　　　　　　

　　　　　利用料　有料の日　小中学生；1 回 500円(会員、非課税世帯 300円)

                　　　 高校生以上；1 回 1000円（会員、非課税世帯 500円）※H26 年度は、高校生は登録ゼロ。

　　 　　　　　　　　無料の日　会員･非会員問わずすべて無料

　　　　※その他各種減免を用意し、基本的にどの方も無料に近い割引を受けられるよう工夫した。
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　　　　　　ただし、実際の継続利用者は今年度は、0 名であった。

　　　　　　無料の日や教室時間外の居場所的に活用する児童は週にして 1 名前後ほどであった。

　これに関しては、今年度は昨年度からの課題であった、料金体制や学習ボランティアの確保など、

平成 28 年度に向けての改善を練る形とし、学習ボランティアとの意見交換などに力を入れて生徒集

めはあまち積極的には行わなかった為と思われる。 

　　　　　　

「  教育  相談」

基本的には、上記にもある通り、教室全体の改善を検討する意味であまり積極的には実施しな

かった。ただし無料にて必要に応じ対応は、させて頂いた。件数の計上は未実施。

相談内容は、継続相談に関しては、療育・発達支援に関するものが約 2件。

問い合わせは、不登校や振り返り学習に関する相談窓口等の問い合わせが２、３件であった。

　　　　

　　ミニ勉強会

昨年同様、子ども、保護者、教育関係者に分け各 1 回づつ、合計年 3 回、市立小学校教諭、

NPOえひめ未来教育ネット理事、TOSS四国中央事務局、TOSS今治代表の伊藤篤志先生を

お招きしてミニ勉強会を実施した。

     　　　　テーマ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　対象者

☆第１回目「成績アップノートの作り方」･･････子供向け　8/26

☆第２回目「親子で語ろう！将来の夢・希望・目標」･･･････････教育関係者向け　11/26　

☆第 3 回目「集団での個別配慮について～子どもの個性に気づく」･･･保護者向け　2/25

会場　当団体活動拠点を活用

参加料(1 回につき）　会員、教室利用者、非課税世帯、小学生以下は 0円、

　　　　　　　　　　　　　　その他一般　500円　　　　

　　　　　★実績★

第１回目　大人 6 人、子ども 4 人、第２回目　大人 13 人、子ども 5 人、

第３回目　大人 7 人、子ども　2 人

■相談事業

　相談の質を上げるため、黒木が、H27 年度　愛媛県障害者相談支援従事者初任者研修及び、平成

27 年度　愛媛県サービス管理責任者研修(就労分野）を受講した。

（児童分野は平成 25 年度に修了済み）

　今後は、計画相談なども視野に入れて質の高い相談が実施できるよう検討していく予定。

■情報発信事業

　　　主にフェイスブックやラインを通じての情報発信･活動状況の報告を行った。

　ボランティアスタッフや保護者に約立つと思われる情報などをラインなどを通じ積極的に流した。

　反省点として、遅い時間に流し特に保護者にご迷惑をおかけしたことがあったため、今後、配信のあり

方をさらに検討していく必要性がある。

なお、フェイスブックやラインに力は入れたが、あまりホームページやブログの更新が進まず、今後、郵

送による紙媒体含め、効率的かつ効果的な情報発信のあり方を検討していく必要がある。

■その他この会の目的を達成するために必要な事業

　　出来るだけ気軽に立ち寄れる雰囲気つくりに努めた。
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平成 27 年度　収支決算書

平成      27      年      4      月      1      日から平成      28      年      3      月      31      日まで

（　ＮＰＯ自立サポートネットゆう　）　

科　目 金額（単位：円）

収入の部 　 　 　 　

1 会費・入会金収入

　会費･入会金収入 ¥84,000

　2 事業収入

　子育て支援事業(学習支援を通じた子どもの居場所作り）

ミニ勉強会参加費 ¥2,000
わくわくのびのび教室利用料 ¥900

　 　地域交流事業

定期イベント　　絵本の読み聞かせ　　 ¥200
季節イベント　　クリスマス会、忘年会、ハロウィンパーティ

　　　　　　　　　　尺八ミニ演奏会、リースづくり・・・など ¥32,900
不定期　活動応援募金（古紙） ¥3,730
　　　　　　活動応援募金(ふれあいバザー,古着) ¥1,003

3 補助金収入 ¥0

4 寄付金収入

活動応援募金 ¥566,910

5 借入金収入

　　　　　　役員、会員より(活動費として立替） ¥195,000

6 雑収入

　　　　ガス代返金 ¥1,120

　 　 　 　 　 収入合計 ¥887,763

支出の部 　 　 　 　

1 事業費

　相談事業

　　　　　　　書籍代 ¥3,240

　子育て支援事業　学習支援を通じた子どもの居場所作り

　　　　　旅費(ミニ勉強会旅費など） ¥12,000

　　おやつ代 ¥5,193

　地域交流事業　サロン陽だまり

定期イベント

絵本の読み聞かせ(ボランティア旅費、お菓子･飲料など） ¥38,116

季節イベント　　クリスマス会、忘年会、ハロウィンパーティ

　　　　　　　　　　　　　尺八ミニ演奏会、リースづくり・・・など ¥41,404

不定期イベント ¥0

　情報発信事業 ¥0

　その他事業 ¥0

２ 管理費

　 地代･家賃 ¥696,000

雑費(お中元など） ¥2,754

通信運搬費（CATV、郵送代など） ¥18,140

事務消耗品など ¥26,746
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公共料金(水道、ガス、電気代など） ¥42,132

　 旅費交通費(ガソリン代) ¥8,000

　 　 　 　 　 支出合計 ¥893,725

　 　 　 　 　 収支差額 - ¥5,962

　 　 前期繰越額 　 　 ¥7,567

　 当期収益額 ¥887,763

　 　 次期繰越額 　 　 ¥1,605
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平成      28      年度活動方針

　・子育て支援を中心に昨年度に引き続き「わくわくのびのび教室」などの「学習支援を通じた子どもの居場

所作り」事業を実施する。

　・味生地域中心に季節イベントなどを通じて、当団体の周知を図る。

　　それにより、地域の人、特に子供・若者が気軽に立ち寄れる「地域の止まり木」的な存在となるよう努力

する

　・正会員･賛助会員の呼びかけを積極的に行い、運営の安定化とともに協力体制を充実させることにより、

当団体の活動目的でもある全ての人が住みやすいまちづくりへの活動努力を行う。

　・当団体の活動理念と合致するものにおいて、会員のそれぞれが持つ個性(特技･資格)を活かした活動

が出来るよう応援し、ボランティアスタッフとのより良い関係性が気づけるよう努力する。

平成      28      年度事業計画

　地域交流事業

　　　地域イベント　「絵本の読み聞かせ」の実施

　　　季節イベント　「ハロウィンパーティ、クリスマス会」など実施

　　　ふれあいバザーや古紙・段ボール集めなどを実施し、社会貢献を通じて活動応援の呼びかけを行う。

子育て  支援  事業

　　地域交流事業で行っている「絵本の読み聞かせ」の協力

　　「学習支援を通じた子どもの居場所作り事業」を平日　PM ５：００～８:００　週４日(基本　月～木)目標に

実施する。また、可能な範囲で無料での教育相談や保護者、支援者、子供向けミニ勉強会(各年１

回程度目標)を開催する。

相談事業

　　各種相談活動実施。資料収集、各種外部研修に参加。

　　※黒木含め専門性をもっているボランティアの強みも活かせる環境つくりを昨年に引き続き取り組む。

情報発信事業

　　団体活動のご理解をより深めていただけるようなホームページをしっかり作成していく。

　　　　ブログなどを通じて日々の活動を知っていただく。

　　活動ごとのメーリングリストを活用し必要な情報がスムーズに届けられるよう努力する。

その他この会の目的を達成するために必要な事業

　　　　　会員数の把握並びに安定した活動の為、会費納入のご協力依頼と新規会員の募集

　　　　　総会 　年に１回
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　　　　平成      28      年度　収支予算　　　　　　

２．収支予算書

（１）収入の部
区　　　分 予　　算　　額 摘要（積算基礎等）

前年度繰越金 ￥1,605

会費・入会金収入 ￥133,000
正会員(＠8000円)5 名、

賛助会員(＠3000円)11 名想定。

事業収入

子育て支援事業 ￥10,000
学習支援を通じた子どもの居場所作りなどの利用料な

ど

地域交流事業 ￥20,000 イベント参加費など

情報発信事業 ￥0

相談事業 ￥5,000 相談料など

助成金収入 ￥0 応募可能なものがあれば検討。

寄付金収入 ￥200,000

雑収入 ￥5,000

借入金収入 ￥600,000 会員･役員　立替など

合　　　　　計 974,605

（２）支出の部

区　　　分 摘要 予　　算　　額 摘要（積算基礎等）

事業費

　相談事業
各種相談などにかかる諸費用 ￥50,000 ボランティア旅費、資料代、通信費など

事業費

　子育て支援事業

「学習支援を通じた子どもの居

場所つくり」実施
￥50,000

学習支援を通じた子どもの居場所つくり実

施(わくわくのびのび教室、ミニ勉強会、教

育相談など実施）

上記以外の予算 ￥10,000 子育て支援に役立つもの(資料代など）

事業費

　地域交流事業

定期イベント ￥50,000 絵本の読み聞かせなど

不定期イベント ￥5,000
古着バザー、古紙回収に係る諸経費(旅

費など）

季節行事 ￥5,000
ハロウィン、クリスマス会、忘年会、新年会

など

「サロン陽だまり」の諸経費 ￥3,000
事務消耗品費、旅費、雑費

（お菓子･飲料等）

事業費

　情報発信事業
HP、ブログ、機関紙作成等 ￥1,000 通信料、交流会参加費など

管理費　

地代家賃（家賃、駐車場代） ￥696,000 家賃(\50,000/月)、駐車場代(\8,000/月)

通信運搬費 ￥40,000 CATV、郵送代など

公共料金 ￥30,000 水道・ガス・電気など

需要費 ￥5,000 備品･消耗品費、旅費など

その他 ￥25,000 税金、手数料など

予備費 予備費 ¥4,605

合　　　　　計 974,605
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平成 27 年度役員
平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年３月３１日まで

役名 氏名 地区

理事長

理　事

理　事

理　事

監　事

黒木　光子

加藤　真理子

渡部　隆延

仙波　光

黒木　俊二

松山市山西町

松山市北斎院町

松山市北斎院町

松山市永木町

松山市山西町

平成 28 年度役員
平成 28 年 4 月 1 日から平成 29年３月３１日まで

役名 氏名 地区

理事長

理　事

理　事

理　事

監　事

黒木　光子

加藤　真理子

渡部　隆延

仙波　光

黒木　俊二

松山市山西町

松山市北斎院町

松山市北斎院町

松山市永木町

松山市山西町
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ＮＰＯ自立サポートネットゆう　会則

（名称および事務所の所在地）

　第１条　この会はＮＰＯ自立サポートネットゆうと称する。

　２　  　　この会の事務所を愛媛県松山市におく。

（目的）

　第２条　　この会は、年齢や障害の有無、また、互いに異なる立場・背景の人びとが生活する地

域社会において、子どもや若者を中心に育成・支援し 、誰一人社会的排除されることな

く、住みなれた地域で安心して共に暮らし、共に学べ、豊かな人間性を育み生きる力を

身に付けていくことのできる社会（共生社会）を目指すことを目的とする。

（事業）

　第３条　この会は、目的を達成するため、次の事業を行う。

　 ①地域交流事業

　　②相談事業

　　③子育て支援事業

　　④情報発信事業

　　⑤その他この会の目的を達成するために必要な事業

（会員）

　第４条　この会の会員は、次の２種とし、正会員を総会で議決権をもつ会員とする。

（1）正会員

この会の目的に賛同して入会し、この会の活動及び事業を推進する個人及び団体

（2）賛助会員

この会の目的に賛同して入会し、この会の活動を援助する個人及び団体

　２　　　この会に入会するときは、別に定める入会申込書を記入し申し込む。

（会費）

　第５条　この会の入会金及び会費は次に掲げる額とする。

　　　　　　①正会員　　個人　入会金　5,000円　年会費　3,000円

　　　　　　　　　　　　　　団体　入会金１ 5,000円　年会費 10,000円

        　　②賛助会員 個人　入会金　なし　　 　年会費一口 3, 000円以上

　　　　　　　　　　　　　　団体　入会金　なし　 　　年会費一口 10,000円以上

２　　　　既納の入会金及び会費その他の拠出金品は返還しない。

３　　　　年会費の計算期間は、本会の会計期間と同一とする。

（機関）

　第６条　この会には、次の機関をおく。

　　　　　１．総会

　　　　　２．理事会

（総会）

　第７条　総会は、この会の最高決定機関で理事長が年１回招集する。

　２　　 理事会が必要と認めたとき及び正会員の過半数の請求があるときには、臨時総会 を開催する。

（理事会）

　第８条　理事会は、総会から総会までの会の運営について協議決定し、会務を行う。
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（役員）

　第９条　この会には、次の役員をおく。

　　　　　１．理事長　１名

　　　　　２．理　事　 ３名以上

３．監　事　 １名以上

尚、相談役は若干名置くことが出来る

        

（選任）

　第１０条　理事および監事は総会での選出とする。

　２　　　　理事長は理事会での互選とする。

（理事長）

　第１１条　理事長は、この会の運営全般を総括する。

（理事会）

　第１２条　理事会は、この会の業務を遂行する。

（監事）

　第１３条　監事は、この会の会計と活動状況を監査し、総会で報告する。

（任期）

　第１４条　役員の任期は１年とする。ただし再任は妨げない。

　２　　　 役員に欠員が出たときは、理事会によって補充する。

（会計年度）

　第１５条　この会の会計年度は毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。

（雑則）

　第１６条　この会則に定めるもののほか、この会の運営及び活動に関し必要な事項は理事会で定める。

（附則）

　この会則は、平成２３年１１月１８日より施行する。
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