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第１号議案 

平成 26年度 事業報告 

【１】13回 通常総会の開催                        

平成 26年 6月 28日（土） 午後 3時 30分～5時 00分 

           日立市 会瀬交流センター 会議室 

正会員 28名 

出席者 18名（本人出席 8名、委任状出 3名、書面表決 7名） 

・ 平成 25年度の事業報告及び収支報告 

・ 平成 26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 137回理事会  4月 9日（水）        事務所 午後 6時 40分～8時 30分 

・ 赤い羽根助成金事業についての総括 

・ 次年度の事業計画（案）について 

・ 茨城キリスト教大学との提携について 

・ 学習支援について 

・ 総会について 

② 第 138回理事会  5月 9日（水）          事務所 午後 6時 40分～9時 00分 

・ JKA補助事業について 

・ 総会について 

・ 学習支援事業について 

③ 第 139回理事会  6月 11日（水）         事務所 午後 7時 00分～9時 00分 

・  JKA補助事業について 

  ・ 総会について  

 ・ 学習支援事業について 

④ 第 140回理事会  7月 9日（水）         事務所  午後 6時 40分～8時 50分 

・ 総会について 

・ JKA補助事業について 

・ 学習支援事業について 

⑤ 第 141回理事会  8月 20日（水）          事務所 午後 6時 40分～8時 50分 

・ JKA補助事業について 

・ 学習支援事業について 

⑥ 第 142回理事会  9月 10日（水）        事務所 午後 6時 30分～8時 00分 

・ JKA補助事業について 

・ 学習支援事業について 
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⑦ 第 143回理事会 10月 8日（水）        事務所 午後 6時 30分～20時 30分 

・ JKA補助事業について 

・ 学習支援事業について 

⑧ 第 144回理事会 11月 12日（水）         事務所 午後 6時 30分～9時 10分 

・ JKA補助事業について 

・ 学習支援事業について 

⑨ 第 145回理事会  12月 10日（水）     事務所 午後 6時 30分～9時 00分 

・ JKA補助事業について 

・ 学習支援事業について 

⑩ 第 146回理事会  1月 14日（水）         事務所 午後 2時 00分～4時 00分 

・ JKA補助事業について 

・ 学習支援事業について 

⑪ 第 147回理事会  2月 18日（水）         事務所 午後 6時 30分～8時 30分 

・ JKA補助事業について 

・ 学習支援事業について 

⑫ 第 148回理事会  3月 11日（水）         事務所 午後 6時 30分～8時 20分 

・ JKA補助事業について 

・ 学習支援事業について 

 

【３】研修事業                            

 ＮＰＯセミナー 10月 17日（金）  コモンズと共催 

 

 

【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 8日 夏花壇のデザイン 

5月 14日 バス研修旅行 

6月 5日 夏花壇作り 

7月 26日 「ゆめ・夢ライブ」に出店 

10月 9日  冬花壇のデザイン 

11月 6日 冬花壇作り 

     3月 16日 全体会議 
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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 ナシ 

   利用者数  １６人 

                                 

 

③JKA補助事業 

○被災地域および被災者受入地域における高齢者、児童、障害者等と対象とした生活支援活動補助 

 事業 

（１）活動内容 

＜第1グループ＞ 

 対象者：福島県いわき市志賀学園の園児と保護者  

 支援者：志賀学園、常磐大学、常磐短期大学、常磐大学幼稚園 

・第1回  日程：平成26年7月5日（土） 

          場所：水戸市常磐大学幼稚園 

       内容：段ボール迷路作り、体操、読み聞かせ等 

   参加者数：総数172人 志賀学園：68人（園児33人、大人36人） 

                常磐大学幼稚園58人(園児51人、大人7人) 

                常磐短期大学学生44人 

                常磐短期大学教員1人 

                事務局3人 

・第2回  日程：平成26年11月8日（土）  

       場所：奥日立きららの里 

       内容：電車遊び、アスレチック・巨大滑り台、バーベキュー等 

   参加者数：総数73人 平第一幼稚園園児49人(園児27人、大人22人) 

                 常磐短期大学ボランティア学生22人、先生1人 

                 事務局2人 

   

・第3回  日程：平成27年2月10日（火）  

       場所：福島県いわき市平第一幼稚園 

       内容：音楽遊び、コンサート、体操、忍者ごっこ等 

 参加者数：総数350人 平第一幼稚園308人（園児278人、大人30人） 

               常磐短期大学学生37人、教員3人 

               事務局2人 

 

＜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 
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 支援者：臨床心理士 

・第1回 日程：平成26年9月28日(日) 

     場所：国営ひたち海浜公園 

     内容：サイクリング、パターゴルフ、外遊び等 

  参加者数：総数25人  のこパタCLUB23人（子ども13人、大人10人） 

                 事務局2人 

・第２回 日程：平成26年11月2日(日) 

      場所：つくば山 

      内容：登山 

   参加者数：総数26人  のこパタCLUB24人（子ども12人、大人12人） 

                  事務局2人 

・第３回 日程：平成26年11月29日（土） 

      場所：フォレスパ大子 

      内容：屋内温水プール遊び、スライダー等 

   参加者数：総数26人  のこパタCLUB24人（子ども15人、大人9人） 

                  事務局2人 

 

＜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：平成26年6月8日(土) 

     場所：日立市かみすわ山荘 

     内容：宝探し、文字合わせ遊び等 

  参加人数：総数110人  一般83人（子ども53人、大人30人） 

                  茨城キリスト教大学学生25人、教員1人 

                  事務局1人 

・第２回 日程：平成27年2月21日(土) 

      場所：常磐大学学生食堂 

      内容：段ボールハウス作り、ストラックアウト、巨大シャボン玉作り等 

   参加者数：総数77人  いわき市の園児24人、保護者20人 

                  常磐短期大学学生30人、職員1人 

                  事務局2人 

（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 
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（４）シンポジウム：平成27年2月7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。 

 

④学習支援事業 

  ○経済的な事情等で既存の学習塾に通うことのできない小、中学、そして高校生を対象に、教育 

   経験者や学生のボランティアによる学習サポート事業開始。 

 ☆活動内容 

   ・学習意欲があり、向上心に満ち溢れた子どもたちを応援します。 

   ・どうのように学習したらよいのかわからない子どもたちに学習方法を指導します。 

   ・進学進路などの相談や高校、大学受験の進め方もサポートします。 

   ・自主学習をベースにしながら個別にもアドバイスしながら学習を進めます。 

   ①会場：毎週火曜、日曜・・・日立教室 

        毎週木曜・・・十王教室 

   ②生徒数：日立教室・・・11名 

          十王教室・・・9名 

      ③ボランティア講師数：日立教室・・・8名 

                     十王教室・・・2名 

 

【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       1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（学習支援） 

10月 20日  茨城新聞 
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【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）   

・茨城県公園街路課指定管理者選定委員（田尻）       


