
 

 

 

 

 

第１号議案 

平成 25年度 事業報告 

【１】１２回 通常総会の開催                        

平成 25年 6月 １日（土） 午後 3時 30分～4時 45分 

           日立市ホリゾンかみね  

正会員２９名 

出席者 19名（本人出席９名、委任状出７名、書面表決 3名） 

・ 平成 24年度の事業報告及び収支報告 

・ 平成 25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１２６回理事会  ４月 10日（水）        事務所 午後 6時 30分～8時 20分 

・ H24年度 JKA事業についての総括 

・ 今年度の事業計画について 

・ とまと倶楽部の決算について 

・ まえのうち児童公園の花壇管理について 

・ その他 

② 第１２７回理事会  ５月２２日（水）          事務所 午後 6時 30分～8時 40分 

・ H25年度総会について 

・ H24年度の総括 

③ 第１２８回理事会  ７月 10日（水）         事務所 午後 6時 30分～8時 20分 

・  H25年度総会について 

  ・ H25年度事業について  

 ・ りんご園管理について 

・ 事務局体制・補助金について 

④ 第１２９回理事会  ８月２１日（水）         事務所  午後 6時 30分～8時 30分 

・ 郷土を学ぶ講座 

・ 市民・NPO と議員との交流会議 

・ りんごの収穫・販売について 

・ JKA申請について 

 

⑤ 第１３０回理事会  ９月１１日（水）          事務所 午後 6時 30分～8時１０分 

・ 赤い羽根｢災害ボランティア・NPO活動サポート基金｣について 

・ 郷土を学ぶ講座 

・ りんごの収穫・販売について 

・ JKA申請について 



 

 

 

 

 

⑥ 第１３１回理事会  １０月 7日（月）        事務所 午後 6時 30分～8時００分 

・ 赤い羽根助成金事業について 

・ 「議員とＮＰＯの意見交換会」について 

・ 郷土を学ぶ講座 

・ H26年度 JKA申請について 

⑦ 第１３２回理事会 １１月１３日（水）        事務所 午後５時 30分～６時００分 

・ 赤い羽根助成金事業について 

・ 「議員とＮＰＯの意見交換会」について 

・ りんご園管理事業について 

⑧ 第１３３回理事会 １２月１１日（水）         事務所 午後 6時 30分～8時４０分 

・ 赤い羽根助成金事業について 

・ 「議員とＮＰＯの意見交換会」について 

・ りんご園管理事業について 

・ H26年度補助金申請について 

⑨ 第１３４回理事会 H26年１月１５日（水）     事務所 午後 6時 30分～8時４０分 

・ 赤い羽根助成事業について 

・ りんご園管理事業について 

・ H26年度補助金申請内容について 

⑩ 第１３５回理事会  ２月１２日（水）         事務所 午後 6時４０分～8時００分 

・ 赤い羽根助成事業について 

・ H26年度補助金申請内容について 

・ りんご園管理事業 5年間の総括 

⑪ 第１３６回理事会  H26年３月１２日（水）         事務所 午後 6時４０分～8時１５分 

・ 赤い羽根助成金事業について 

・ 次年度事業計画について 

・ とまと倶楽部について 

・ 広報について 

 

【３】研修事業                            

① 議員と NPOの意見交換会 

日時：平成２５年１１月３０日（土）  午後１時３０分～３時３０分 

会場：日立市会瀬交流センター 

参加者：３３名（議員７名） 

内 容：日立市市議会議員を対象に、議員と NPO との NPO活動への理解を深める意見交換会を 

     実施した。 

 

 

 



 

 

 

 

 

【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  

5月 1１日 講座開講 ひたち国際大道芸に出店  

6月 ６日 夏花壇づくり 

7月２７日 「ゆめ・夢ライブ」に出店 

８月 １日 バス研修旅行「尾瀬岩鞍ゆり園」 

     8月 ８日 ガーデニング講座 

９月 ２６日 ガーデニング講座 

10月１０日  「花壇のデザインワークショップ」 

11月 ７日 冬花壇づくり  

１１月２１日 交流会 

      ３月２７日 リーダー会議 

 

②「ふれあい貸し農園とまと倶楽部」事業   

  【貸し農園事業】 

   総区画数  ２８区画    空き区画数 １区画 

   利用者数  １５人 

   H２５年度支出額  貸し農園運営のための消耗品費  42,996 円 

                              水道代   11,844 円 

                              電気代   10,871 円 

                              堆肥購入   7,000円 

                              弁当代    2,000円 

                               計       74,711円 

 

③赤い羽根「災害ボランティア・NPO活動サポート募金」助成事業 

○放射能による親子ストレス軽減と関係性を支援するための遊び活動 

（１）活動内容 

＜第1グループ＞ 

 対象者：あざみ野幼稚園と保護者 

 支援者：常磐短期大学、常磐大学付属幼稚園 

・第1回 平成25年１１月１６日（土） 水戸市常磐大学付属幼稚園 

 参加者数：総数96人 あざみ野幼稚園：22人（園児10人、大人12人） 

               常磐大学関係74人(園児35人、大人4人、学生35人) 

内容：造形遊び、運動遊び、スタンプラリー等 

・第2回 平成２５年１２月 ７日（土） リンゴ園(日立市下深荻)周辺 



 

 

 

 

 

 参加者数：総数63人 一般10名、あざみ野幼稚園37人(園児18人、大人19人) 

               常磐大学関係26人（大人3人、学生２３名） 

  内容：リンゴ狩り及び外遊び 

・第3回 平成２６年２月 １日（土） 福島県いわき市あざみ野幼稚園 

参加者数：総数98人 あざみ野幼稚園76人（園児40人、大人36人） 

              常磐大学関係22人（大人3人、学生19人） 

 内容：歌とピアノのコンサート・遊び 

 

＜第2グループ＞ 

 対象者：いわき市内の障害をもった子どもたちと保護者 

    支援者：臨床心理士 

・第1回 日程：平成26年２月８日(土) 

     場所：かみね公園・動物園 

     内容：スタンプラリー 外遊び 

     大雪のため中止 

・第２回 日程：平成26年２月１１日(土) 

      場所：日立市民プール 

      内容：プール遊び 

      大雪のため中止 

・第３回 大雪で２回中止となり、予定がたたず中止 

 

＜第３グループ＞ 

 対象者：いわき市内の子どもたちと保護者 

      支援者：NPO法人ひたち親子の広場・茨城キリスト教大学の学生・教員 

・第1回 日程：１１月１０日(土) 

     場所：小木津山自然公園(日立市) 

     内容：山の探検、ゲーム遊び、焼き芋、豚汁作り 

     参加人数：総数１５人（子ども９人、大人６人）ボランティア４８人 

・第２回 日程：平成２６年１月２５日(土) 

      場所：日立武道館（日立市）・かみね動物園 

      内容：和太鼓・ワークショップ 

          ①かみね動物園‐スタンプラリー 

          ②ボランティア団体「和奏」の和太鼓ライブ 

・第３回 日程：平成26年２月１５日(土) 

      場所：日立武道館（日立市） 

      内容：かえっこバザール 

      大雪のため中止 

 

（２） 打ち合わせ会議の開催 



 

 

 

 

 

当法人、リーダー、学生による実施方法等打合せ 

  

（３） ボランティア会議の開催 

   新しく参加する学生ボランティア等を対象とし、ボランティア活動に対する理解を深める 

   ための学習会 

 

（４）意見交換会：平成２６年３月２９日(土) 

  協力・連携を行った団体・個人の方々との成果、課題、反省点等の意見交換会。 

 

【５】委託事業                            

① かみね公園入口花壇管理事業 

約 250名程度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立ち上げ等についての説明会や相談に応じた。 

 

【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 

② 各メディアへの記事情報提供・取材 

１２月６日  茨城新聞 

 

【８】その他                                

・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 

・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（田尻） 

・茨城県農政審議会農業改革委員会委員（田尻） 

・公益財団法人日立市公園協会理事(田尻) 


