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平成２６年度事業報告書

■地域交流事業

　　地域住民の交流のきっかけつくりとして、古着バザーの開催（7 月 8 月 9 月 12 月に月 1 回～3 回程度開催）

　　古着バザーでは、募金いただいた方に対してお好みの古着や雑貨をお渡しした。集まったお金は、活動応

援募金としてわくわくのびのび教室の運営に活用した。

■子育て  支援  事業

　　　●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。

　　

　　　●「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。８月から 3 月までの 8 ヶ月実施。

　　　　(当初は 2 月であったが、後半から利用し始めた児童もいた為、1 ヶ月延長し 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。

実施の１ヶ月中、月４回は、フリータイムとし、無料の自主学習の日を設けた。

無料の学習日は、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。（会場の広さから行って、目標定員は９名とした。）　

　　　　　　　　　　　当初、スポーツ安全保険に加入の予定だったが、不定期利用の方や後半からの利用者が多

　　　　　　　　　　　く、希望も少なかったため、団体としては、今年度は加入をしなかった。（但し人数も増えたの

　　　　　　　　　　　で H27 は加入予定）

　　　　　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。

　　　　割引の種別が多かった為、逆に料金体制がわかりにくいという意見もあったため改善は必要。

  

　　　　　　＜実績＞

「  教育  相談」

日　時　毎月４回程度を中心に実施。日時は金･土を中心に場合により平日も相談を受け付けた。　

会　場　当団体活動拠点を活用

対　象　保護者・本人、わくわくのびのび教室利用者以外も含む　（来所の場合、要予約）

利用料　会員、学び教室利用の方、非課税世帯の方無料。その他一般初回無料、2 回目以降　1

時間 2000円(団体規定により）であったが今回は全員無料で対応できた。

　　　　★実績★

　　　　相談件数・・電話 18件、来所 11件(内訳；発達に関する相談 16件（55％）、不登校･引きこもり 6件　

　　　　　（21％）、学習面 3件（10％）、子育て全般4件（14％）)
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わくわくのびのび教室開所日数 累計 月平均

大人 累計 日平均

子ども 累計 日平均

59人 累計 日平均

教育相談開催回数 累計 月平均

18日 122日 15日

来所者数(累計)
13人 57人 0.5人

51人 363人 3.0人

ボランティア数(累計) 412人 3.4人

4回 35回 4.4回



基本的に全て無料で情報提供等で対応できた。当初は、社会福祉士である黒木一人で対応予

定であったが、来所の場合、親子でこられるかたが多かったため、後半、来所の場合、二人体制

で対応し、保護者、子どもそれぞれに関われるよう努力した。その際、相方は保育士又は教員免

許のあるもので対応した。

　　ミニ勉強会

子どもの学習意欲の向上と、保護者の家庭養育力の向上、教育関係者の指導力向上につなげるた

めに市立小学校教諭、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

である「伊藤篤志」先生をお招きしてミニ勉強会を開催した。

     　　　　テーマ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　対象者

☆第一回目「テストの点が 5 点あがる○とく学習法」教えます･･･････子供向け

☆第二回目「発達凸凹のある子への理解と基本的な対応」･･･････････教育関係者向け

☆第 3 回目「これだけは知っておきたい、今どきの家庭学習事情」･･･保護者向け

会場　当団体活動拠点を活用

参加料　（１勉強会あたり）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 7人、子ども 7人、第２回目　大人 11人、子ども 0人、

第３回目　大人 12人、子ども　　3人

■相談事業

　　平成 26年度は主に教育相談であったため、その他の相談はあまり発生しなかった。　　

■情報発信事業

　　主に情報提供活動を中心に実施。HP･ブログを通じての情報発信･活動状況の報告

　　ラインを通じた関係者との密な関係つくり

　　団体アピール用のフェイスブックのページ作成

　　NPO交流会に参加

■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。

　　スタッフに約立つと思われる研修情報などをボランティアに積極的に流した。
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平成 26 年度　収支決算書
平成      26      年      4      月      1      日から平成      27      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 ￥50,000

　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 ￥6,500

わくわくのびのび教室年会費 ￥19,000

わくわくのびのび教室利用料 ￥22,900

H26 賛助会費 ￥15,000

ゆう活動費より ￥53,534

地域交流事業

クリスマス会参加費 ￥7,500

忘年会参加費 ￥2,500

古紙回収(未換金） ￥1,375

3 補助金収入

　松山市市民活動推進補助金(学習支援を通じた子どもの居場所作り事業　用） ￥400,000

4 寄付金収入

活動応援募金（学習支援を通じた子どもの居場所作り） ￥10,800

寄付金（学習支援を通じた子どもの居場所作り） ￥127,561

寄付金(活動費として） ￥239,000

5 借入金収入

　　　　役員、会員より(活動費として立替） ￥720,000

6 雑収入

　　　　保険料･還付 ￥16,499

　 　 　 　 　 収入合計 ￥1,692,169

支出の部 　 　 　 　 　

1 事業費 　

　相談事業 ￥0

　子育て支援事業

　　事務消耗品費 ￥368

　　書籍代 ￥2,376

　　学習支援を通じた子どもの居場所作りへ補助 ￥53,534

学習支援を通じた子どもの居場所作り

　　報償費(ミニ勉強会講師謝礼、ボランティア旅費など） ￥557,500

　　需要費(事務消耗品、学習教材、コピーチラシ代など） ￥72,855

　　役務費(折込代、郵送代など） ￥13,348

　地域交流事業

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） ￥41,871

季節行事

クリスマス会(ガソリン代、景品･食材、事務消耗品など） ￥15,184

忘年会(食材など） ￥2,449

サロン陽だまり
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需要費(事務消耗品など） ￥8,173

ボランティア旅費 ￥72,943

　情報発信事業

研修費（教育座談会などの参加費） ￥2,682

２ 管理費

　 地代･家賃 ￥696,000

雑費(玄関マット交換、お中元など） ￥4,962

通信運搬費（CATV、郵送代など） ￥60,662

需要費(事務消耗品、旅費など） ￥5,130

公共料金(水道、ガス、電気代など） ￥39,084

　 その他(税金･手数料など） ￥22,259

　 　 　 　 　 支出合計 ￥1,692,023

　 　 　 　 　 収支差額 ￥146

　 　 前期繰越額 　 　 ￥7,421

　 当期収益額 ￥1,692,169

　 　 次期繰越額 　 　 ￥7,567
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平成２７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。

　・味生地域の方にミニイベント（絵本の読み聞かせ、尺八など芸術などの体験会、パソコンの分

解･組み立て）などを通して、当団体の周知を図る。

　・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する。それにより、それぞれが地域の大事な宝であることを認識し、

それぞれが地域で活躍できる人材育成に力をいれる。

平成２７年度事業計画

　地域交流事業

　　　地域交流型　「サロン陽だまり」を通じて、古着バザーや絵本の読み聞かせやパソコンの分解

組み立て実演、さまざまな身にイベントなども通じて、気軽に地域の方が立ち寄れる地域の縁

側つくりに力をいれる。

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・勉強会などを行う。(年３回程度）

　　2、地域交流事業で行っている「絵本の読み聞かせ」も子育て支援の一環として、そのよびかけ

など協力する

　　3、「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に取り組む。

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、会員や関心のある方により迅速に情報を届けられるよう団体の情報発信用メーリングリストを

作成し、活用する。その後、目的に応じてのメーリングリストを随時作成、活用していく。

その他この会の目的を達成するために必要な事業

　　　１、スムーズな運営の為、事業ごとのミーティング実施並びに理事との情報交換強化

　　　２、総会 　年に１回
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　　　　　　　　　　　平成  ２７  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 ￥7,567

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

子育て支援事業 ￥100,000
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 ￥10,000 イベント参加費など

情報発信事業 ￥0

相談事業 ￥10,000 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 ￥1,000

借入金収入 　　￥800,000 会員･役員　立替など

合　　　　　計 ￥1,298,567

（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 ￥10,000 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
￥300,000

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 ￥100,000 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 \15,000
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 \20,000
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 ￥10,000 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 ￥60,000 CATV、郵送代など

公共料金 ￥40,000 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 ￥2,567

合　　　　　計 ￥1,298,567
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平成 26年度役員
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

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
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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(学習ボランティア含)は原則無償となります。無理のない範囲でのご協力でお願い致します。

※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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H27 年度

主催；NPO自立サポートネットゆう

わくわくのびのび教室　学習ボランティア登録シート

申し込み日：平成　　　年　　　月　　　日

項　　目 記　　　　　入　　　　　欄

氏　名 会員の有無
（該当に○）

会　員　・　非会員

性　別
（該当に○）

男　・　女 生年月日 年　　　月　　　日（　　　才）

住　　　所
〒

電 話 番 号

携帯電話番号

メールアドレス(携帯)

メールアドレス(PC)

所　　　　属
（該当に○）

医療　・　教育　・　福祉　・　心理　・　一般　・　保護者　・　その他（　　　　　　　　　　）

最終学歴　
（該当に○）

　中学　・　高校　・　短大　・　大学　

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）
資　格

対応可能な日時
該当に○、複数選択可

月 火 水 木 月の活動日数

： ： ： ： 週　　　　日程度

～ ～ ～ ～

月　　　　日程度
： ： ： ：

対応可能月
（該当に○）

　８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 3 月

活動希望範囲
（該当に○）

上旬

中旬

下旬

上旬

中旬

下旬

上旬

中旬

下旬

上旬

中旬

下旬

上旬

中旬

下旬

上旬

中旬

下旬

上旬

中旬

下旬

上旬

中旬

下旬

備　　　　　考

※補足※

わくわくのびのび教室開催時間は、午後      5      時～午後８時です。

学習ボランティアはその時間内でお願いします。原則１時間３０分以上。

※休業日；金・土・日・祝祭日、お盆、年末年始　(休業日の詳細はその都度連絡）

　　　※登録ご希望の方はこの登録用紙を郵送、FAX、メールなどでご返送下さい。

　　　返送先；〒791-8026　松山市南斎院町 1112-4　NPO 自立サポートネットゆう　黒木光子　宛　

　　　　　　　　FAX：089-989-7698、メール：hmituko@d2.dion.ne.jp

　　　問い合わせ；080-39225-8798(黒木）、メール；上記アドレスにて件名を「学習ボランティア希望」とすること

　　※登録用紙など確認後、直接こちらからお電話致します。

　　　最終的に登録の意思確認が、出来ましたら今後の打ち合わせをさせて頂きます。

　　　状況によりお断りすることもありますのでご了承お願い致します。
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