
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１０期       

第１０期 事業計画重点目標 
5月 8日 会員総会開催し、第 9期事業報告・決算報告、第 10期事業計画・予算案が承認されました。   

１．日常生活支援事業  介護保険制度だけでは限界 
高齢者の生活の安心を支えるためには介護保険だけでは限界があり、今年度も引き続き、重点目標に掲

げ取り組みます。今後、継続的な活動にするために、助成金や補助金に頼ることなく、独立した事業と

して経営を成り立たせるための手法を考え、以下のことから取り組み、ビジネスモデルを確立させます。 

① コーディーネートシステムの構築。 

② リスクマネージメントの強化。 

③ ＮＰＯならではの付加価値を付けた住民参加型地域密着サービスの開発。 

④支援者研修 

福祉系ＮＰＯ［ひょうごん福祉ネット］と連携して人材の掘り起こしと研修と人

材育成。さらに当法人独自の支援者研修とマニュアルづくりの実施。 

⑤サービス提供ネットワークの強化 

制度外を担うＮＰＯだけでなく、専門職、医療・介護事業者、行政、地縁団体等 

の連携強化により既存サービスを強化拡充。 

  

２．東灘区内での連携強化 市民主体のまちづくりの推進 
①「地域の連携」  

地域には自治会、婦人会、まちづくり協議会等さまざまな組織が活動していますが、

ほとんどのＮＰＯがこれらの地縁団体との関わりがあまりありません。NPOとして

「地域の課題解決に向けて公益的なサービスを提供する」という使命を着実に果た

していく事により、地域社会から同意が得られるような団体を目指します。  

②東灘区のＮＰＯ法人の連携 

区内にはＮＰＯ法人が６６あるにも関わらず、日ごろの交流がほとんどありません。

ＮＰＯ同士がもっと知り合いになるために「東灘ＮＰＯフォーラム」「東灘ぱらボ

ラ」を通じて情報交換や交流を強化し、地域にも行政にもアピールしていきます。 

 

３．多世代交流拠点事業  つながりと安心の居場所づくり 
          多目的に使用できる場をつくり、人がつながりあい、安心が感じられる居場所づく

りを推進していくことで、地域の課題解決の場づくりを進めます。 

 

発行 特定非営利活動法人 東灘地域助け合いネットワーク 
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市民が助け合い安心して暮らせる共生社会をめざしています 

平成２２年・夏号 
通算７３号 



第９期決算報告 （平成 21/4/1～平成 22/3/31） 

 

 
 
 

神戸珠算協会 10 名 日本珠算連盟 14 名 

重見 真衣 森本 和登  ・永山 菜花 

畑 琴乃 池上 優人  ・池上 日々喜 

石山 花菜子 神沢 瑠璃  ・内藤 奈月 

大原 万弥 長井 陽太郎 ・徳山 翔 

本位田 響子 米谷 優花  ・大原 千知 

吉良 天地 雫石 千代乃 ・徳山 亘 

井上 達樹 岡井 結優   ・若林 楓真 

河合 真唯 平成 22年 3月 20日 

当法人のそろばん教室から

今年は合計 24人が表彰され

ました。 

中山 美緒 

重見 萌衣 

 

収 支 計 算 書                 単位：円 

収 

入 

の 

部 

会 費 収 入 484,000 

生活支援事業収入 4,567,052 

ミニデイ事業収入 1,924,815 

文化交流事業収入 8,025,844 

環境保全事業収入 2,603,105 

まちづくり事業収入 7,768,466 

助成金収入 4,832,401 

寄付金収入 767,521 

その他雑収入 836,207 

収入合計 31,809,411 

 
 

 

支 

出 

の 

部 

生活支援事業費 3,735,409 

ミニデイ事業費 1,536,264 

文 化 交 流 事 業 費 6,348,845 

環境保全事業費 2,772,566 

まちづくり事業支出 6,206,604 

管理費 10,798,136 

小計 31,397,824 

当期収支差額 411,587 

支出合計 31,809,411 

事業 事業内容 
年間実 

施回数 
利用者数 

生
活 

支
援 

移送サービス 703 1,249 

日常生活支援 1874 1,874 

ミ
ニ 

デ
イ 

ミニデイサービス 45 445 

介護予防訓練 11 39 

文 

化 

交 

流 

事 

業 

パソコン 251 863 

日曜パソコン 44 96 

音声パソコン 42 42 

マクラメ 23 152 

創作おりがみ 22 216 

囲碁・将棋 141 1,032 

パッチワーク 22 156 

絵てがみ 21 104 

大正琴 23 198 

観て歩こう会 9 80 

写経 24 92 

書道 2 3 

ソーイング教室 24 128 

カルチャー作品展 1 320 

１日手芸 8 88 

歌声サロン     14 83 

英会話 42 165 

ま
ち 

づ
く
り 

自転車駐輪場管理 363 不特定多数 

健 

全 

育 

成 

英語（幼稚園） 42 99 

英語（小学生） 42 233 

習字 46 634 

そろばん 138 2,349 

囲碁・将棋 47 212 

国語算数 63 110 

お絵かき 36 91 

ひまわり 169 646 

英語であそぼ 17 62 

リサイクルショップ 307 不特定多数 

環
境 

フリマ・その他 4 1,420 

機関紙ぱらボラ 4 
1,000 部   

×4 回 

広
報 

広報誌東灘ぱらボラ 6 
17,000 部 

×6 回 

地域福祉担い手 

養成講座 
3 68 

研
修
・
他 

ボランティア  

体験セミナー 
16 61 

ボランティア研修・ 

その他 
4 110 

トライやるウィーク 8 24 

震災モニュメント 

ウオーク 
1 256 

利 用 者 合 計 13,800 

第９期 正会員  ５１名 

阿賀谷英雄 黒田 龍子 谷垣 康子 平澤 時代 

有谷 真弓 小林 允子 谷尻 仁 藤本 道雄 

居内見恵子 近藤 徹雄 玉澤 道夫 藤原 浤子 

池田 智英 坂本佐栄子 千足耕一郎 古谷 敏郎 

稲場 圭信 咲山 周一 津田 文恵 松井 俊夫 

宇治 初江 佐藤 政仁 中井 良昌 三上文一郎 

小川 秀一 芝崎 信子 長塩 いよ 村上 悦朗 

加賀 秀樹 柴谷 伶子 西岡 正男 村山メイ子 

上総 吉延 清水 幸子 西崎敬四郎 元川 幸子 

岸本ちづゑ 下村 由美 西田 幹子 安井 久子 

岸本 鶴子 多賀 順子 浜谷 照子 山口 一史 

久次米一良 高塚 秀樹 濱村 廣澄 横瀬 豊嗣 

倉橋  力 田中たみ子 日浦 保  

第 10 期  役 員   

理 事 長  村山メイ子 

副理事長  久次米一良・下村由美  

理    事  松井俊夫・横瀬豊嗣・黒田龍子 

監  事  山口一史・村上悦朗  

第９期事業報告 

おめでとう 平成 2１年度 優良生徒表彰

者 



第9期 事業報告                  
移送サービス 

 

 

 

 

 

 

 

経費削減を図るため、平成 20年11月より大型福祉 

車両廃車にして、小型車両 1台で運行してきました 

が、利用時間が午前 8時 30分～10時 30分の同 

時間帯に集中するため１台では対応しきれません 

でした。しかし、こちらの都合で現在の利用者をお 

断りする事は事業目的に反するため、事務所の一 

般車を床面の低い移送に適した軽自動車に買い 

替え、神戸市に福祉車両として申請しました。  

日常生活支援  

日常生活支援は前年度に比べ、利用者数・時間 

ともに約 12％伸びています。 

 

 

 

 

 

 

「住み慣れた地域で誰もが安心して暮らし続ける 

ために地域で支えあう」という理念を掲げ、「21年 

度の事業計画重点目標」として、次の改善と改革 

を行いました。ｍｍｍｍｍｍｍｍｍｍｍｍｍｍｍ 

①支援者の取り決めの見直し 

② 利用契約書の見直し 

③「サービス実績票実施記録票及び請求書」作成

（実績記録・請求・集金等、事務作業の効率化） 

④支援者研修の充実 

⑤会員制の採用 

利用者・支援者が共に支えう社会をつくるという

意義に賛同してい

ただき双方の会員

制を採用。 

⑥福祉系ＮＰＯ「ひょうごん福祉ネット」の連携強化 

＊「地域福祉担い手養成講座」3回実施。  

＊情報交換、研究会の定期開催 

  ＊「神戸市の非営利組織による介護保険制度外

サービス実態調査」を実施し報告書完成。 

茶話やか広場改装工事 

活動の広がりとともに活動場所が不足し、これまで 

カルチャー教室をご利用の皆様には大変ご迷惑 

をおかけしていたため、22年 2月 8日から 4月末 

日まで改装工事を行いました。 

主な内容は「茶話やか広場の内装と天井補強工 

事」、「2階活動拠点化工事」、「北側壁面窓取り付 

け」となっております。工事が長引いたこと、工事 

中も休まずに活動を行ったことから、利用者、保護 

者ならびに関係者の方々には多大なるご迷惑を 

お掛けしましたが、おかげさまで皆様のご理解とご 

協力のもと、無事終了致しました。

 

移送事業利用件数・収支
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北側に窓をつけて明るくなりました 2階を改装し事務所を移動 

茶話やか広場を内装 

日常生活支援（移送サービス除く）
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皆さまのご支援ありがとうございました。（順不同・敬称略）  

（平成 2２年２月７日～平成 22年５月２1日） 

正会員（総数６２名） 

阿賀谷英雄 有谷 真弓 池田 智英 入江 立身 

上総 吉延 河村 大輔 倉橋 力 宇治 初江   

黒田 龍子 近藤 徹雄 坂本佐栄子 佐々木史子 

柴谷 伶子 下村 由美 多賀 順子 高塚 秀樹 

玉澤 道夫 千足耕一郎 戸田 徳一 長尾 牧子 

長塩 いよ 西崎敬四郎 濱村 廣澄 藤本 道雄 

藤原 浤子 村山メイ子 横瀬 豊嗣 谷垣 康子 

 

賛助会員（総数 1４０名） 

米谷 和子 奥井美智子 笠原 和子 海老名 巌   

喜多村森子 佐々木忠夫 柴谷 忠雄 竹内 雪男 

塚本 博之 土居 瑞子   東脇 澄雄 橋本 青明 

福田 頼市 福正フジ子 正田 智昭   松中 友子 

宮前享一郞 村上 照春 山本 武光 吉田 昌二 

喜田和賀子 吉本 映三 海老名久美子 八尾 順子 

 

新規ボランティア（総数１９６名）  

小林美和子 戸田 徳一 高畑千恵子 野村 作蔵 

堀田 桂子 福正フジ子 又曽 春代 八尾 順子 

 

寄 付 者 
関   尚 有谷真由美  長尾 牧子 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊ バザー用品のご提供ありがとうございました 
皆様からご寄付いただきました品物は資源の有効活用

等リサイクル活動の一環として、地域の皆様にたいへん

喜ばれています。 

売上金は地域の福祉活動と活動拠点を維持する費用の

一部として活用させていただいています。スタッフ一同

皆様のご期待に応えられるよう努力する所存です。引き

続き今後ともご家庭でご不用の品物の提供をお願いい

たします。引越しなどによる多量の場合はご自宅まで引

き取りにお伺いしますので、お気軽にお問合せください。 

  （バザー用品提供者） 
稲場 圭信 大野 不美 平野カズ子 井上 玲子 

川崎 瞳 福田眞紀代 石川 淑子 今井みち子 

井上 治子 山田 トミ 金山 郁代 斉藤 陽子 

岡山 恵 有川クニ子 中村 寿美 中尾 貞子 

江田恵美子 平出嘉代子 福田 尚子 宝来ひろみ 

伊藤 由佳 古川 祥子 岩城めぐみ 森本はるみ 

高橋 浩美 大崎のぶ子 三戸伊津子 上田 智子 

甲斐美智子 実積たつお 山口嘉代子 木村 友子 

黒田 朱巳 河村 京子 遊川 健三 石垣美佐子 

柏木 昭子 谷垣 康子 長谷 一成 戸田 徳一 

福島きよ子 多方美代子 神足 秀一 遊川 寿子 

長尾 牧子 安江奈知子 大岩 光江 沢田まゆみ 

西村みどり 泉 敏英 東 外志子 田代 淳子 

木村 俊子 帯田千恵子 落合 三郎 吉川 眸子 

山下やよ子 中川モリエ 田中 弘子 村松 和枝 

清水 儀信 吉川 眸子 上濃 義人 金野尾早恵 

菊本 寿一 寺西 栄子 水谷 崇子 黒田 龍子 

土居 瑞子 工藤 啓子 舛尾 薫 柏 一美 

加納 和子 森田千容子 高橋 芳子 鈴木さなえ 

河野 理加 野口 和美 小泉佐久子 山下 澤子 

工藤 朱美 山田 敬子 中西 憲治 伊藤美栄子 

大西やえ子 下村 由美 村上 善子 住吉 和栄 

山田 幸 前川 奈美 鍵 千歳 山根 康子 

中島とみ子 松本 紀代 山田 昌枝 安居 秀子 

土井かづえ 天野 勝一 小池由紀子 松下 由美 

山田美都子 下中 節子 殿山 順子 山下由美子 

尾嶋小夜子 佐藤 信子 村山メイ子 小林嘉代子 

舟山 知博 林 愛子 西村 希 甲斐由美子 

横田 満代 杉本 光代 宇治 初江 阿部 昌子 

畑山とし子 本田笑美子 重松登志子 中村 知子 

空 純子 野瀬 早苗 眞砂 和子 田中 弓子 

黒岡 康男 儀間 清子 永原南海子 土居 尚 

小林佐知子 野田すず子 有谷真由美 木村 志穂 

千足 博子 大西やえこ 有川クニ子 寺西 栄子 

古川 祥子 阿部 昌子 中川モリエ 岸美 智子 

前川 奈美 草野 千歳 小野ゆきえ 西村 誠吾 

キャリーダグラス 高橋千代枝 石川 純子 

御影神愛キリスト教会 頌栄短大同窓会館 重友 

レディスクリニックヨコヤマ羽井佐維小夜 

 

あなたも会員となって支えてください！ 

私たちは高齢者・障害者の自立支援や生きがいづくりを 

目指しています。活動の趣旨にご賛同いただき、 ぜひ 

資金面でのご支援をお願い申し上げます。 
 

年会費： 正 会 員 (個人) 1口 5,000円 

 賛助会員 (個人) 1口 2,000円 

  (団体) 1口 10,000円 

振込先： 郵便局   

 振替口座番号 01140-9-88648 

名 称： 東灘地域助け合いネットワーク 
 

〒658-0046  

神戸市東灘区御影本町 6-15-17 御影旨水館 

TEL ： 078-843-4029  FAX ： 078-842-2907  

午前 10時～午後 5時 （日・水 休み） 
URL ： http://homepage3.nifty.com/kobetasukeai/ 
Mail ： kobetasukeai@nifty.com  

発行責任者 ： 村山メイ子 

mailto:kobetasukeai@nifty.com



