
 

 

 

 

第１号議案 

平成 23年度 事業報告 

【１】１０回 通常総会の開催                        

平成２３年５月２１日（土） 15：00～16：30 

           日立市女性センター らぽーるひたち  

正会員２９名 

出席者２１名（本人出席１０名、委任状出７名、書面表決４名） 

・ 平成２２年度の事業報告及び収支報告 

・ 平成２３年度の事業計画及び収支予算（案）の審議 

 

【２】理事会の開催                          

① 第１０２回理事会  ４月１２日（火）        事務所 18：40～21：00 

・ 総会資料の確認 

・ 次年度事業計画 

・ 震災支援について 

・ １０周年記念事業について 

② 第１０３回理事会  ５月３日（火）          事務所 18：40～21：00 

・ 総会資料の確認 

・ 次年度事業について 

③ 第１０４回理事会  ６月１４日（火）         事務所 19：00～2１：１5 

・ 総会・会員宿泊交流会について 

・  第 3回いわき震災支援ボランティアバスについて 

  ・ 日本財団の震災応援事業の今後の進め方  

 ・ ＪＫＡ「東日本大震災復興支援補助」への申請内容について 

④ 第１０５回理事会  ７月１２日（火）         事務所  19：30～21：15 

・ 日本財団の震災応援事業ついて 

・ 茨城県新しい公共支援事業の申請に関して 

・ ＪＫＡ「東日本大震災復興支援補助」について 

⑤ 第１０６回理事会  ８月９日（火）          事務所 18：30～20：10 

・ ＪＫＡ「東日本大震災復興支援補助」の進め方について 

・ 日本財団の震災応援事業について 

・ 茨城県新しい公共支援事業申請の説明 

・ スタッフの補充について 

・ 認定ＮＰＯ法人について 

・ 理事会開催日の変更について 

 



 

 

 

 

⑥ 第１０７回理事会  ９月１４日（水）        事務所 18：30～20：00 

・ ＪＫＡ「東日本大震災復興支援補助」について 

・ 日本財団の震災応援事業について 

・ ＮＰＯセミナー開催について 

⑦ 第１０８回理事会 １０月１２日（水）        事務所 18：30～21：10 

・ りんご園事業について 

・ ＪＫＡ「東日本大震災復興支援補助」について 

・ 日本財団の震災応援事業について 

⑧ 第１０９回理事会 １１月９日（水）         事務所 18：30～21：00 

・ りんごに関して 

・ ＪＫＡ「東日本大震災復興支援補助」事業について 

・ 日本財団の震災応援事業について 

⑨ 第１１０回理事会 １２月１４日（水）        事務所 18：40～21：10 

・ りんご園について 

・ ＪＫＡ「東日本大震災復興支援補助」事業について 

・ 日本財団の震災応援事業について 

⑩ 第１１１回理事会 １月１１日（水）         事務所 18：40～20：40 

・ ＪＫＡ「東日本大震災復興支援補助」事業について 

・ 日本財団の震災応援事業について 

⑪ 第１１２回理事会  ２月８日（水）         事務所 18：40～20：40 

・ ＪＫＡ「東日本大震災復興支援補助」事業について 

・ 日本財団の震災応援事業について 

・ 次年度事業ついて 

⑫ 第１１３回理事会  ３月１４日（水）        事務所 18：40～21：00 

・ ＪＫＡ「東日本大震災復興支援補助」事業について 

・ 日本財団の震災応援事業について 

・ 認定ＮＰＯ法人制度学習会について 

・ 次年度事業について 

 

【３】研修事業                            

① 平成２３年度 NPOセミナー 

茨城県の「新しい公共支援事業」として委託され、茨城ＮＰＯセンター・コモンズとの共催に

より日立市女性センターを会場にして述べ 4回実施した。 

【県北地区日程】 

・第 1回 １１月 ８日  『ＮＰＯの基礎』     講師（田尻）   ８名参加               

・第 2回 １１月１４日  『事例から学ぶＮＰＯ』 講師（安田）   ８名参加 

・第 3回 １１月２２日 『民間助成金獲得を成功させるための実践編』１７名参加 

 講師（中央ろうきん職員）   



 

 

 

 

・第 4回 １１月２９日 『会計力の基礎を学ぶ』 講師（税理士）   ２１名参加 

 

【４】支援事業                            

①かみね公園ボランティア花友 の里親活動 

・内容：公園除草・清掃、花植えボランティア活動 

    管理面積  ６,000平方メートル 

    活動ボランティア数  約６０名 

・活動内容 

４月２８日   バス研修旅行（埼玉県 羊山公園他）  

５月１２日  講座開講 「花壇のデザインワークショップ」  

６月 ９日  夏花壇づくり 

７月１４日  第 1回リーダー会議 

７月３０日  「ゆめ・夢ライブ」に出店 

８月２５日  講座開講 「肥料について」 

９月 ８日  講座開講「松の枝剪定について」 

１０月１３日  講座開講 「花壇のデザインワークショップ」 

１１月１０日  冬花壇づくり  

     ３月２２日   第 2回リーダー会議 

 

② ふれあい貸し農園とまと倶楽部」事業   

・事業活動報告 

前年度末の東日本大震災では、「とまとハウス」内の備品等に損壊等の影響を受けたが、貸農園運

営に関する影響はあまり無かった。しかし、資金調達の柱である各種イベント参加による収入では、

自粛ムードを反映して無収入となった。 

2011年度当初の貸し農園事業での空区画は 3区画であったが、本年度末の継続利用確認で 2名の利

用終了者がある一方で、新規利用者 1名と利用区画追加を希望する利用者が 3名おり、次年度（12年

度）の空区画は 2区画となった。今後、広報を含めた新規利用者の募集を強化して行きたい。前年度

設置の牛糞堆肥貯蔵施設による堆肥販売は順調である。直営栽培事業での自然薯栽培は管理者の健康

上に理由により中止とした。また、直売用野菜栽培農園として運営してきた「第 2農園」は所有者の

意向により返還するものとした。これにより直売用野菜栽培が縮小するため、現在 1名の委託販売等

の拡大及び直営栽培用農地の確保が今後の課題である。 

【貸し農園事業】 

総区画数 28区画  空区画 3 

利用者数 16人（複数区画利用者あり） ※うち新規利用者 1人 

【直売事業】 

農園常設の直売所売上では、第 2農園の梅の不作が影響し梅干しなど単価の高い商品の販売が出

来なかった。また、農園の直売所以外の販売は、震災や原発事故の影響によるイベント自粛等によ

り売上は無かった。 



 

 

 

 

③りんご園の共同管理 

（樹齢約 30年、りんご 29本の管理活動） 

・適花、摘果：延べ日数：２２日３７名 

・除草作業 ：延べ日数：１８日１８名 

・農薬散布 ：延べ日数：１５日２６名 

・収穫作業 ：延べ日数： ８日１７名 

・剪定作業 ：延べ日数： ９日１０名 

 ※平成２３年１１月に株式会社カスミ鮎川店・フードスクエア日立神峰店と「地場産品の取引に関する」

契約を締結し、産直コーナーにおいて「ひたちサンサンりんご」を販売した。 

 

④日本財団ＲＯＡＤプロジェクト「東北地方太平洋沖地震 災害にかかる支援活動助成」 

○ボランティアバス派遣 

・第1回 平成23年4月22日（金） 福島県いわき市勿来地区災害ボランティアセンター 

対 象：福島県常磐地域の被災地・被災者 

 参加者：一般5名、学生11名（合計16名） 

活動内容：被災施設片付け・清掃作業 

・第2回 平成23年5月15日（日） 福島県いわき市災害救援ボランティアセンター 

 対 象：福島県常磐地域の被災地・被災者 

 参加者：一般10名、学生7名（合計17名） 

 活動内容：道路脇側溝泥出し・清掃 

・第3回 平成23年6月12日（日） 福島県いわき市災害救援ボランティアセンター 

 対 象：福島県常磐地域の被災地・被災者 

参加者：一般10名、学生29名（合計39名） 

 活動内容：道路側溝泥出し清掃・瓦礫の分別撤去 

 

○被災地支援のためのメンタルケア講座「災害後の子どもたち」 

 開催日時：平成23年7月16日（土）午後1時30分～4時30分 

      場 所：日立市女性センター（らぽーるひたち） 茨城県日立市鮎川町1-1-10 

      講 師：北海道立精神保健福祉センター相談研究部長 上田敏彦様 

対 象：被災地でメンタルケアに関するボランティア活動を希望する方たち 

 参加者：34名（うち学生4名） 

      内 容：現在の被災者の精神状態とメンタルケア実施時の注意点と心構えに関する講座 

 

○被災地応援「子ども元気プロジェクト」 

・第1回 平成23年11月23日（土）午前10時～午後2時30分 

 場 所：常磐大学幼稚園 茨城県水戸市見和1-425 

 対 象：あざみ野幼稚園児と父母 福島県いわき市川部町赤坂110 

 協 力：あざみ野幼稚園、常磐大学、常磐短期大学、常磐大学幼稚園 

参加者：あざみ野幼稚園児14名、あざみ野幼稚園父母14名、あざみ野幼稚園スタッフ8名 

常磐大学・常磐短期大学学生ボランティア17名、大学教員5名 



 

 

 

 

常磐大学幼稚園関係者3名、運営関係者2名 

内 容：被災地の幼稚園児にのびのび遊んでもらった。また、保護者に日ごろのストレス解消のため

の時間を提供した。 

 

・第2回 平成23年12月10日（土）午前10時～午後3時 

場 所：常磐大学幼稚園 

対 象：あざみ野幼稚園児と父母 

協 力：あざみ野幼稚園、常磐大学、常磐短期大学、常磐大学幼稚園 

参加者： あざみ野幼稚園児18名、あざみ野幼稚園父母7名、あざみ野幼稚園スタッフ10名 

常磐大学幼稚園児30名、常磐大学幼稚園スタッフ5名 

常磐大学・常磐短期大学学生ボランティア15名、大学教員7名、運営関係者2名 

内 容：両幼稚園児の交流活動と保護者のストレス解消を目的とした周辺散策 

 

・第3回 平成24年2月4日（土）午前10時～午後2時30分 

場 所：茨城県立児童センター こどもの城 茨城県東茨城郡大洗町磯浜町8249-4 

対 象：あざみ野幼稚園児と父母 

協 力：あざみ野幼稚園、常磐大学、常磐短期大学、常磐大学幼稚園 

参加者： あざみ野幼稚園児19名、あざみ野幼稚園父母15名、あざみ野幼稚園スタッフ6名 

       常磐大学幼稚園児34名、常磐大学幼稚園スタッフ4名 

       常磐大学・常磐短期大学学生ボランティア20名、大学教員2名、運営関係者2名 

内 容：「うどん打ち体験」による両幼稚園児の交流と保護者のストレス解消を目的とした周辺 

散策 

 

○いわきっ子のびのびプロジェクト 

実施日：平成24年3月17・18日（土・日） 1泊2日 

実施場所：筑波山、国営ひたち海浜公園、偕楽園 

宿泊先：偕楽園ユースホステル 茨城県水戸市緑町1-1-8 

対 象：福島県いわき市・発達障害児を抱える親の会「のこパタクラブ」「虹色かたつむり」所属 

の児童とその家族 

協 力：常磐短期大学、いわき市教職員組合特別支援部会 

参加者： 常磐短期大学学生ボランティア6名、常磐短期大学職員1名、運営関係者6名 

 対象児童12名、親の会関係者7名、その他4名 

内 容：いわき市を中心に大震災以前から活動している発達障害児を抱ええる親の会の宿泊練

習活動に協力・後援する形で、発達に多くの課題を抱えた子どもとその家族を対象に、 

子どもたちにのびのびと個性を発揮して羽根を伸ばせる環境と日帰りできる場所を茨城

県内に確保することに協力し、療育的視点で支援した。そして、今後の良好な学校適応

を目指して学校行事として予定されている宿泊体験の予行練習活動を支援し、子どもを

抱える家族に対してグループカウンセリング、及びレスパイトケアの機会を提供した。 

 



 

 

 

 

⑤財団法人ＪＫＡ「東日本大震災復興支援補助」 

○実態調査 

 平成２３年９月２日～平成２４年２月１９日 

    ・企業、漁協  いわき市漁業協同組合他1５箇所      

    ・NPO等     北茨城市あすなろ村他８箇所 

    ・行政      茨城県庁他2箇所 

    ・その他     東北方面被災地視察 

 

○研究会開催（会場：常磐大学）  

平成２３年８月５日～平成２４年３月２９日 

    ・計２５回実施 

 

○シンポジウム『東日本大震災の1年を振り返って』 開催 

平成２４年３月４日 日曜日 午後1時～4時 

・会 場   ： 茨城県県北生涯学習センター ３Ｆ多目的ホール 

・参加者   ： 40名 

・基調講演 ： 福島大学教授 今井 照氏 

・活動紹介 ： ひたちNPOセンター・with you代表理事 安田 尚道 

・活動報告 ： ひたちNPOセンター・with you   理事 林 寛一 

         シンポジウム 

    パネラー 磯原温泉 としまや月浜の湯     渡辺 十九夜氏 

    NPO法人いわき自立生活センター 長谷川 秀雄氏 

    成沢地区コミュニティ推進委員    西成田 輝氏 

         コーディネーター 

    ひたちNPOセンター・with you理事 林 寛一 

    福島大学教授                  今井 照氏 

 

【５】委託事業                            

かみね公園入口花壇管理事業 

 今年度も延べ２２８名のボランティアが活動し、かみね公園を訪れる人びとの目を楽しませようと 

素晴らしい花壇を作った。 

  ・地拵え  ・年 3回の植え付け  ・巡回管理   

 

 



 

 

 

 

【６】相談・支援事業                          

ＮＰＯ設立・ボランティア、ＮＰＯ活動等について照会や相談に応じた。 

 

【７】情報・調査・研究事業                     

①情報誌の発行       ７月 

②ホームページ更新    通年随時 

③各メディアへの記事情報提供・取材 

・ ３月３０日  財団法人ＪＫＡ広報課 

 

【８】その他                                

①講師等 

・日立市社会福祉ひたちボランティアプラザ運営委員会  委員（田尻） 

・中央ろうきん・ＮＰＯ助成プログラム  審査員（田尻）         

・日立市花いっぱいコンクール  審査員（岩間、福地、島崎、宮澤） 

・茨城農業改革支援会議  委員（田尻） 

・茨城県「市民農園開設支援研究会」  講師（深谷） 

・日立市みどりのまちづくり実行委員会  委員（岩間） 

・茨城県男女共同参画 アドバイザー   講師（田尻） 

②各種参加 

 ５月２７日  中央ろうきん助成プログラム助成金贈呈式 （田尻）          

 ９月１７日  日立市花いっぱいコンクール表彰式 （田尻・赤津） 

１１月 ２日  NPO活動・協働推進体制強化に関する緊急集会（田尻） 

１１月１６日  第 1回茨城円卓会議 （成田） 

１２月２２日  第 2回    〃 

２月 ２日  第 3回    〃 

2月 ３日  中央ろうきん中間報告会 

２月２０日  茨城円卓会議 （成田）       

２月２８日  地域市民活動支援機関情報交換会 （田尻・赤津） 

３月１１日   かみね公園「日立紅寒桜」記念植樹 （田尻）    

③寄付関係 

  熟年ネット・ひたち様、常磐大学荒田玲子様、日立電線ロジテック株式会社七月会様、 

  その他、役員からの寄付がありました。 


