
　　　　　　　　　　日時　：　 ２０１ 4 年　４月 27 日（日曜日）
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　　　　　　　　　　場所　：　NPO 自立サポートネットゆう内
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平成２５年度事業報告　　　　

１．地域交流事業

　　　サロンひだまり運営

　　　　・平日　火・木で一月５回、午前中（9：00-12：00）のみ開設

　　　　　　　　　　　

２．相談事業

　　　　相談支援を行う為の情報収集

　　　　ＳＳＴ研修参加　

　　　　相談活動　１件　(ひきこもり相談）

　　　　　　　　　　　　

３．子育て支援事業

　　　　・松山市市民活動推進補助金を活用しての「発達支援について考える」学習＆交流会開催

　　　　　　　(9 月～３月にかけ月１回程度で合計８回開催。詳細は、別紙資料参照。）

　　　　・手作り学童保育所　ひまわり実施　

　　　　（開設日数　７２日、スタッフ不在の為、新規利用募集停止状態。試験的に理事の子で無償提供。）

　　　　　　今年度は、スタッフの関係でほとんど休止状態。活動内容は、イベント型で下記の通り。

　　　　　　絵本の読み聞かせ実施　(５月～2 月まで月１回 合計　10 回　参加者　平均３名。）

　　　　　　クリスマス会実施　参加者３名

　　　　　　手芸講座　２回　実施　参加者　１回目１名、２回目２名　　　実施回数　2 回

　　　　・学習サポート　ひかり教室　(火･木　の時間は約 18：30-20：00 基本週２回）　

　　　　　　　　　　　　　　　(担当；黒木、高平氏並びに谷氏の２名が学習ボランティアとして活動)

　　　　・子育て支援事業実施にあたり外部機関の研修に参加
　　　　　　　（「子ども虐待予防に関わる支援者のための子育て支援研修」に第 1 回・第 2 回 計３回のうち２回参加　）

　　　　　　　　　　　

４．情報発信事業

　　　　・ネット上にて、団体の活動状況を中心に公開（今後地域の情報も積極的に取り入れていく予定）

　　　　　　　団体ホームページ運営

　　　　　　　団体ブログ運営

　　　　　　　フェイスブック(理事長個人）を活用して、他団体との繋がりを深めている

　　　　　　　　　　　　

5．その他この会の目的を達成するために必要な事業

　　　　　　・ＮＰＯ交流会に参加　

　　　　　　　　　　　

6．会議

　　　　・総会　年に１回　(４月２５日)　・理事会　月に１回程度　(電話･メールでの打ち合わせ含む)

　　　　・スタッフ間のミーティング･打ち合わせ　月１回程度
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平成  ２５  年度　収支  決算  書
平成  ２５  年      4      月      1      日から平成  ２６  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 73,000

　2 事業収入 　0

　　手作り学童保育所　ひまわり　利用料金 165,000

　　学習サポート　ひかり　教室　利用料 26,000

　　絵本の読み聞かせ(参加費） 2,200

　　学童期における精神保健学習会(参加費） 41,000

3 補助金収入 　

　　コープ愛媛福祉活動助成金 100,000

　松山市市民活動推進補助金 240,000

4 寄付金収入 364,773

5 雑収入

　　　利子 6

6 借入金収入

　　　役員、会員より 1,998,000

　　 　 　 　 収入合計  30,099,79

支出の部 　 　 　 　 　 　

1 事業費 　

子育て支援事業として

　　絵本の読み聞かせ実施代(コープえひめ福祉活動助成金事業)

需要費（コピー代など） 37,606

報償費

　　　　絵本の読み聞かせ謝礼 33,000

　　　　ボランティアスタッフ謝礼 17,600

役務費(折込代、葉書代など） 15,075

雑費(お土産用お菓子など） 7,924

　　手作り学童保育所　ひまわり　実施

　　　　　　　　　　　 需要費（おやつ、事務用品・消耗品など） 12,012

役務費(スポーツ安全保険料) 4935

報償費(スタッフ手当て、ボランティア謝礼など） 551,313

　　学習サポート　ひかり教室　実施

需要費(テーブル、イス、ホワイトボード、事務消耗品など 50,720

　　　　　　　　　　　 役務費(塾保険料） 2,470

　　　　　　　　　　　

地域交流事業として

　　サロン陽だまり実施

　　　　　　　　　　　　報償費(スタッフ人件費、アルバイト代） 635,069

　　　　　　　　　　　　備品購入費(おもちゃ) 1,960

　　　　　　　　　　　　雑費・消耗品費(台所用品、お中元代など） 13,479

　　　　　　　　　　　　需要費(事務用品など） 32,388
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情報発信事業として

　　　　　　　　　　　　　報償費(スタッフ手当て、ボランティア謝礼など） 150,000

　　　　　　　　　　　　　役務費(郵送料など） 6,160

　　　　　　　　　　　　　需要費(コピー代、事務消耗品など） 6,308

その他の事業(福祉教育）

　　　「学童期の精神保健について考える」講演＆学習会　実施

　　　　　　　　　　　　　　　　　(松山市市民活動推進補助金事業）

報償費(講師謝礼、ボランティア謝礼など） 180,000

役務費(切手・郵送代） 19518

会場使用料及び賃借料 38,990

雑費(講師飲料など） 883

需要費(コピー代など事務消耗遺品費など） 141,477

 　　　ＮＰＯ交流会（参加費） 1800

　　　　　　　　　　　(駐車場代) 600

　　　「マドンナヂカラで愛媛に愛を」くイベントに参加 1,500

　　　需要費(移動に伴う、ガソリン代) 1,000

２管理費

　 地代家賃 696,000

　　　　　　　　　　　雑費(玄関マット交換など利用料） 10,794

　　　　　　　　　　　　通信運搬費 27,725

　　　　　　　　　　　　公共料金(水道・ガス・電気など） 24,904

　　　　　　　　　　　　備品購入費

　 　　　　　　　　　　　　その他(労働保険料、源泉所得税）

　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　

　 　 　 　 　 支出合計 3,017,500

　 　 　 　 　 収支差額 △7,521

　 　 前期繰越額 　 　 8,327

　 当期収益額  30,099,79

　 　 次期繰越額 　 　 806

※借入金収入の欄ですが、現在、管理･維持費費などにつきましては、黒木が毎月、自身の給料から立て替えている

関係で金額が多くなっています。

※また、会員の方からもご寄付や立替などのご協力があり、なんとか現状維持が出来ている状況です

※会員の皆様、支援して下さっている全ての方々へこの場をお借りし、お礼申し上げます

※今後とも社会に貢献できる団体として成長していけるよう精進して参りますのでご支援の程よろしくお願い致します。

※平成２５年３月末時点での会員数　正会員・・・５人　　　賛助会員・・・１５人　　　　合計２０人

※平成２６年３月末時点での会員数　正会員・・・５人　　　賛助会員・・・８人　　　　　合計１３人

(１年更新の為、未納年度がある会員はその年度の会員数に含まれていない。)

平成２６年３月３１日現在
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平成２５年度活動方針

　　・子育て支援を中心とした、学習会やイベントを積極的に行い、社会貢献していく。

　　・安定した運営基盤をつくる為にも下記の事業を進めると供に広報活動にも力をいれる。

　　・当団体の理念達成に向けた活動を地道に根気良く続けていく

平成  ２５年度活動報告

　各事業ごとの詳細については、事業報告の通りである。

それを踏まえての、各事業ごとの様子は下記の通りである。

　相談事業に関しては、どのように展開していくかの情報収集に努めた。その様な現状の中、相談

にのってほしいといわれる方や団体が少数だがある。

　平成２４年、２５年と補助金を活用して支援者･保護者向け学習回を実施していく中で、専門職や

当事者の方々からも今後も活動を続けるよう励ましのお言葉を頂いたりもした。

　子育て支援事業の一環である学習サポート事業の方も、現状は理事の子どもを通じて試験的に

実施しているだけであるが、新たにボランティア大人１名が加わり、現在２名の学習ボランティアの

方が活動して下さっている。少しずつ地域のお子さんに声かけができる状況になりつつある。
　

　サロン陽だまりの方は、来場者にはなかなか結びついていないが、いつ空いているのかと外部

の方に尋ねられることも有り、開設日を周知させていくことで、来場に結びつくと思われる。

　情報発信事業に関しては、平成２５年度は、フェイスブック通じての情報発信に力をいれた。ま

だまだ、団体HPやブログの更新は不定期で、最新情報に追いついていないのが課題である。

　全体的に、まだまだ自立活動が出来るほど、軌道にのっていないのが、現状である。さらなる運

営の見直しや工夫が必要である。

＜黒木　光子の動き＞

●平成２５年度　研修履歴

平成25年8月　SST普及協会四国支部主催　社会生活技能訓練（SST中級）研修会修了　

平成26年　1･2月　子ども虐待予防に関わる支援者のための子育て支援研修（全３回中2回参加）

平成26年２月　児童発達支援管理責任者研修　修了

●平成２５年度　講師活動実績

平成２５年度　愛媛県社会福祉士会主催　社会福祉士受験対策講座　「現代社会と福祉」担当。

平成２５年度　東温市養護部会・生徒指導部会の研修において、虐待対応について、川内SSWと

　　　　　　　　　ともに講師担当。

平成２５年度　サービス管理責任者研修及び児童発達支援管理責任者研修

　　　　　　　　　分野別　児童分野　講義担当



平成２６年度活動方針（案）

　・子育て支援を中心に活動拠点を活かす企画･運営をしていく。

　　その活用に関しては、最重要項目として、今年度は子どもの居場所作りを取り組

み特に学習支援に力をいれて、拠点活用をしていく。

　・味生地域の方に当団体の周知を図る。

　　　地域交流や世代交流が出来るイベントを積極的に企画運営し、合わせてご理

解やご協力が頂けるよう身近な地域向けの福祉学習の機会を提供していく。

　　　高齢者･障がい者の地域での孤立防止に貢献していく。

　・外部の信用を得るためにも来年度、法人化実現に向けて基礎固めをしていく

　　(正会員をあと５名から１０名増やすと同時に実動できる会員を増やす）

平成２６年度事業計画(案)

　地域交流事業

　　１、地域交流型　サロン陽だまりの実施(火・木の午前中９：００～１２：００）月５回以上目標。

　　　　助成金応募も視野にいれ、高齢者･障がい者の地域での孤立防止の為の企画運営。

　　　　(例；DVD上映会、茶話会など)

子育て  支援  事業

　　１、子育てをされている方対象の地域における相談・支援・研修などを行う。(年３回程度）

　　　　(黒木並びに、協力いただける有志の専門職の方と共に企画を練っていく）

　　2、手作り学童保育所　ひまわりの運営

　　　予算不足のため、当面は　不定期に開設。基本、開催日は、イベント時のみ。

　　　イベントは、絵本の読み聞かせ、季節行事(クリスマス会)、お誕生会、手芸サークル等を想定。

　　　頻度は下記の通り。

　　　５月より絵本の読み聞かせを月１回実施。

　　　５月以降に手芸の日を設定。　月２回以上目標。

　　　季節ごとのイベントを企画・運営(可能な範囲で、クリスマス会など実施）

　　　会員のお子様のお誕生会を可能な範囲で実施

　　3、学習サポート　ひかり教室の運営

平日　PM ５：００～８:００　週４日(基本　月～木)目標に実施　

助成金を視野に入れて、平日の夕方以降を中心に学習支援と居場所つくりに力をいれる。

開催回数はH25 年度現在、火･木の週２回程度で時間は PM ６:３０～８:００程度で不定期

に２名の社会人ボランティアと学生ボランティア１名(中学生)訪問ならびにそれ以外の日は、

可能な範囲で、黒木２名が対応し開催している。今年度は、大学生ボランティアも視野に入

れ、他団体の連携もはかり、安定的に週４日開催できるよう特に力をいれる。

必ずしも塾の形態にこだわらず、誰もが気軽にこれ、子どもの居場所となるよう、名称も現在

の「ひかり教室」という硬いものではなく、なじみやすい名称に変更を検討していく。（味生っ
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子クラブとか・・・無料の日と有料の日に分ける予定。自主学習を基本とする。）

相談事業

　　１、各種相談活動実施。資料収集、各種外部研修に参加。

　　※黒木の福祉専門職としてまた、児童発達支援管理責任者の研修成果が出るよう努力する。

情報発信事業

　　1、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。

　　２、その他、松山市配送便の活用や折込チラシなど工夫をした効果的な宣伝をしていく

その他この会の目的を達成するために必要な事業

　　1、ご自由にどうぞのお茶コーナーを設ける。その近くに、活動応援募金箱を設置。

　　２、古着コーナーを設ける。値段はつけない。だが、その近くに、活動応援募金箱を設置。

　　３、地域の関係団体との交流を積極的に図る。成功事例を参考に良いものを取り入れる。

　　４、黒木自身専門性を活かして当団体に貢献できるよう、自身の質の向上に努力する。

　　５、会議　　総会 　年に１回(4 月ごろ開催予定)　　理事会　月に１回(主に電話やﾒｰﾙで対応）

毎月の活動予定（案）

曜日 月 火 水

事業名 午前中は、ス

タッフ不在の為

閉所

学習支援 サロン陽だまり 学習支援 午前中は、ス

タッフ不在の為

閉所

学習支援

開設時

間

17：00-20：00 9：00-12：00 17：00-20：00 17：00-20：00

備考 スタッフ募集中 ７月以降開始

予定(ボランティ

ア募集中）

隔週(火・木合

わせ５回以上）

(ボランティア募

集中）

現在のを継続。

無料教室（当面

18：30-20：00）

スタッフ募集中 ７月以降開始

予定(ボランティ

ア募集中）

曜日 木 金 土 日

事業

名

サロン陽だまり 学習支援 何らかの定例

会や学習回

何らかの定例

会や学習回

休み 教育･福祉相

談

休み

開設

時間

9：00-12：00 17：00-20：00 10：00-12：00
(開始未定）

18：00-20：00
(開始未定）

休み 予約制

(開始未定）

休み

備考 隔週(火・木合

わせ５回以上）

現在のを継続。

無料教室（当面

18：30-20：00）

スタッフ募集中、

現在、スタッフ

不在の為閉所

担当は黒木 必要に応じてイベント開催･各種

外部研修･交流会に参加

※現在有償スタッフは１名(サロン陽だまり兼装飾担当の安井氏）
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　　　　　　　　　　　平成２６年度　収支予算　　　　　　H ２６.４．２６時点

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 ￥806

会費など収入 ￥170,000
正会員(＠8000円)10名、

賛助会員(＠3000円)30名想定。

事業収入 ￥500,000
子育て支援事業、相談事業、地域交流事

業、情報発信事業、その他の事業

補助金収入 ￥400,000 未定。希望額。

寄付金収入 ￥200,000

雑収入 ￥10 利子など。

借入金収入 　　￥420000 会員･役員　立替額想定。

合　　　　　計 ￥1,690,816

（２）支出の部

区　　　分 予　　算　　額 摘要（積算基礎等）

事業費　子育て支援事業 ￥500,000

手作り学童保育所　ひまわり

(季節行事、絵本の読み聞かせ)、

学習サポート　ひかり教室　実施

(子どもの居場所つくり）

事業費　相談事業 ￥50,000

事業費　地域交流事業 ￥200,000 サロン陽だまり

事業費　情報発信事業 ￥100,000

事業費　その他の事業 ￥30,000 研修参加、バザー、福祉教育など。

管理費　地代家賃 ￥600,000

管理費　駐車場代 ￥96000

管理費　通信運搬費 ￥10,000 事務連絡費など

管理費　公共料金 ￥40000 水道・ガス・電気など

管理費　備品･消耗品費 ￥10000 整理用品･文具など

管理費　その他 ￥50,000 労働保険料、源泉所得税など

予備費 ￥4,816

合　　　　　計 ￥1,690,816
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平成２５年度役員名簿
平成 25 年 4 月 1 日から平成 26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

越智　攝子

渡部　隆延

黒木　俊二

松山市北斎院町

松山市北斎院町

松山市道後湯之町

松山市北斎院町

松山市北斎院町

平成２６年度役員（案）
平成 26年 4 月 1 日から平成 27 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

越智　攝子

渡部　隆延

黒木　俊二

松山市北斎院町

松山市北斎院町

松山市道後湯之町

松山市北斎院町

松山市北斎院町
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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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NPO      自立サポートネットゆうボランティア登録シート

申し込み日：平成　　　年　　　月　　　日

ボランティアのご協力が頂ける方は下記シートにご記入の上、当団体までご提出下さい。

書類確認後、ご連絡させて頂きます。問合先；080-3922-8798(黒木）

項　　目 記　　　　　入　　　　　欄

１ 氏　　　名

2 性　　　別 男　　・　　女

3 生年月日

4 住　　　所
〒

5 会員の有無 会　員　　・　　非　会　員

6 電 話 番 号

7 携帯電話番号

8 メールアドレス　

9 所　　　　属
医療　・　教育　・　福祉　・　心理　・　一般　　・　　保護者

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

10
対応可能な活動

(該当に○、複数選択可）

留守番　・　話し相手　・　学習サポート　・　相談業務　・　事務

子どもの遊び相手　・　チラシ配り　・　イベント等お手伝い

その他(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

11
対応可能な日

(該当に○、複数選択可）

いつでも対応可（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

平日希望（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

土日祝日希望（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

12
対応可能な曜日

(該当に○、複数選択可)
日　・　月　・　火　・　水　・　木　・　金　・　土　・　祝日

13 備　　　　　考

14 その他　質問事項
　

ご登録ありがとうございます！後ほどご連絡させて頂きます。

※ボランティアは原則無償となります。無理のない範囲でのご協力で結構です。

※事務所内での飲食は持ち込み自由です。

　また、ポットのお湯やお茶・コーヒー・お菓子はどうぞご自由にご使用下さい。

　但し、ごみは持ち帰りでお願い致します。

※留守番などのボランティアの方は、来場者がいない場合、自由にテレビ、読書、学習などしてい　ただいて構

いません。ご自身の自習学習の場としてもご活用下さい

※詳細は、個々に直接打ち合わせの中で確認させていただきます。

　 質問事項がある場合は、わかっている範囲でご記入いただければ助かります。
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