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平成２１年度 事業報告書 

 

Ⅰ．事業期間 

 平成２１年４月１日～平成２２年３月３１日 

 

Ⅱ．事業の成果 

 H21 年度の「にこネット」は、プロジェクト部門である 9 の子育てサークルと 9 プロジェクト、委託

事業部門である 2 委託事業、１助成金事業、そしてネットワーク部門の活動を継続・推進しました。 

以下にその内容と課題をまとめてみたいと思います。 

 

1. 主催事業であるプロジェクト部門では、 

1) 「いのちの授業」は昨年より３校増え、8 校(小学校 7 校、高校 1 校)で 14 回開催実施した。 

地域や小学校 PTA、区役所の 4 か所の講演依頼に応え、感動や共感の声を多数頂き、今後の活動

継続に励みを頂いた。今年度新たに授業を受ける全生徒の家庭にリーフレットやアンケートを配

布し、いのちの尊さ・大切さを家庭でも語りあえるきっかけとなり相乗効果を感じている。今後

も家庭を巻き込んだ取り組みを展開していきたい。 

2) 「にしよど冒険あそび場」はミニ遊び場と楽集会が月 1 回ずつ定期開催となり、春、夏、冬の

冒険あそび場も開催している。「今度はいつ？」「楽しみに待っています」など地域の声をよく頂

き地域に浸透してきたと感じる。H22 年度は、西淀川区コミュニティ協会の後援が決定し、楽集

会も西淀川区民ホールで実施予定である。今後も行政との協働を推進したい。スタッフ間の信頼

関係も合宿や遠足を家族ぐるみで行い、相互の信頼を更に深めている。 

3)サークルサポート事業では「サークルリーダー交流会」と「サポーター会議」をそれぞれ月 1 回

開催し、丁寧にサークルを支援した。年度末に行ったサークルリーダーアンケートにその成果が

裏付けられた。年度末ネットワークから脱退したいというサークルが出たが、何が問題なのか良

く聞いてみようと言うことで、サポーターがサークルに出向き懇談をした。その結果、ネットワ

ーク活動に対する問題が指摘されたが、話し合うことで解決策も見つかり脱退を思いとどまるこ

とが出来た。サポーターはサークルの声を受け止め、話し合うことの大切さを痛感した。 

4)｢みんな集まれ!ファミリーひろば｣は、西淀川区・西淀川区生涯学習推進区民会議との共催事業と

なり会場を淀商業高校から区民センター（エルモ西淀川）へ移行し、長年懸案であった課題が改

善されたことは大いに評価されることであった。開催後のノロウイルスの集団発生は残念だった

が、今後イベント時の感染症対策の教訓としたい。H22 年は西淀川区民ホール開催の予定である。 

5) 学習交流事業では、子育ての悩みのトップに位置づけられる“しつけ”に着目し、コモンセンス

トレーナーを 3 名輩出し「西淀川区子ども・子育てプラザ」（以下「子育てプラザ」とする）の

子育て応援講座の講師を務め、4 回連続講座を保育付きで開催した。参加者からは「怒る子育て

から脱出できた」「落ちつくだけで、子どもとの関係がこんなに変わるとはビックリした」など

喜びの声を頂いている。もともと虐待予防が主眼のプログラムであり、親子関係を良くするスキ

ルを身につけられるので今後も積極的に推進していきたい。H22 年度は「子育てプラザ」から、
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6 回連続講座で 2 コースの依頼が来ている。にっこり Room でも座談会を開催していきたい。 

6)ひろば事業の３ひろば（のびのび、ぶんぶん、かみのベィビィ）は 60 組の親子の支援の場を達

成した。各 6 回コースで開催し、終了後サークルや諸機関の支援につながったり、自分たちで仲

間作りをする人など、人と人のつながりを広げる取り組みになった。「マタニティひろば」は残

念ながら今年度インフルエンザの流行で開催は 2 回となったが H22 年度は、8 名の新メンバーも

入り、福田先生、相井先生のご協力で新たに医師会会館での取り組みを目指している。 

7)世代間交流事業は、幼稚園ママや OB と、これから幼稚園に入りたいママの交流である「幼稚園

情報交流会」が「子育てプラザ」の後援で、100 名を超す参加者でにぎわった。幼稚園情報も

WAO!の特集号で発行し好評であった。幼稚園ママの活動は小学生ママの参加者も増え世代間の

交流の発展が期待される。その他「地域ですすめるこどもの仕事体験・ボランティァ活動支援事

業」で小学生が乳幼児家族や地域と交流ができたことや、いのちの授業や冒険あそび場の活動を

通じ様々な年代の人が子育て中の親子と交流する機会を得ており世代間交流が広がっている。 

8)編集プロジェクトでは「西淀川すくすく子育てマップ」「子育てナビニュース WAO！」の発行が

順調に進んだ。毎年好評の「子育てマップ」は昨年度から、「子育てプラザ」の協力となり、印

刷機の使用と用紙を提供いただき大変助かっている。今後も子育て現場との送受信を大切に情報

発信していきたい。 

9)保育プロジェクトでは「ハートフルスマイル」のメンバーがサークルリーダー交流会での保育に

駆けつけてくれることも多く大変助かっている。次年度は自主事業も見込み、保育の人材育成シ

ステムを構築したい。 

2. 委託事業部門では、 

1) H20 年度から受託した大阪市つどいの広場事業は、「にっこり Room」につづき、大阪市都市

整備局「市営住宅のコミュニティ活性化事業」導入プロポーザルにより福第２市営住宅の使

用許可申請が下り、Ｈ21 年度 12 月から 2 件目を受託し「にっこり Room・ふくまち」を open

した。平日の日中いつでも親子が安心してつどい、語り合い、悩みを相談できる場所として地

域にも浸透し喜ばれている。休日開催やミニ講座、イベントも好評で、予約は早くから定員一

杯になることが多い。「救われた」「サークルにつながり喜んでいる」「家にこもっていたらど

うなっていたかと思う。」など沢山の喜びや感謝の声を頂きスタッフは励まされ成長している。 

2) 西淀川区世代を超えて子育てを応援する街づくり事業の委託で発行している子育て情報紙

「COO」は 2 カ月分の西淀川区の子育て情報が、一目でわかると好評で、紙面も充実している 

  と内外から高く評価を頂き H22 年度も委託の継続が決定した。 

3) 赤い羽根募金の共募配分金事業に合格し「にしよど冒険あそび場」「WAO！」｢みんな集まれ!

ファミリーひろば｣の活動に配分金を使用し活動を推進できた。 

4) 大阪市子ども青少年局の「地域ですすめるこどもの仕事体験・ボランティァ活動支援事業」を

受託し、大和田地域を中心に小中学生を対象にボランティァや仕事体験を開催した。大和田商

店街や高齢者施設の協力を得て小中学生がいきいきと地域の人たちと交流した。西淀川区の絵

本展「ふわふわ」も参加した。この小中学生参加が良かったと評価され、H22 年度の絵本展で

も参加を要請されている。大阪市の報告会では多世代の交流が高く評価された。 

3. ネットワーク部門の事業では 

1) 西淀川子育て支援連絡会は H19 年発足し 3 年目の活動であった。発足から「にこネット」の原

が代表を務め２期目も参加者の賛同で継続中である。区内 1３の団体・施設と区役所の３部署が



6 

参加している。情報交換を中心とし、西淀川区絵本展の開催も協力している。今後も、参加団体

相互の信頼関係を更に構築し、西淀川区の子育て支援の推進につながるよう発展させたい。 

2)「OSAKA 子育てネット・たこやき」は、大阪市域の子育て支援団体や専門職が集まり、「いのち

の授業」と「乳幼児の野外遊び」を活動の柱にしている。「いのちの授業」は阿倍野区での取り

組みも広がり、お互いに刺激し合い高めあえる良い関係にある。 寺田先生、榊原先生の H21 年

度からの科研の取り組みで、いのちの授業のリーフレットを発行するなど、さまざまな研究が進

行している。H22 年は科研に協力し「いのちの授業の冊子発行」を目指しているところである。  

3)おもちゃ図書館「おもちゃばこ」は、立ち上げより原がスタッフとして参加している。定例会は

新規参加者やリピーターが増えている。共同募金で開催した映画会も企画から「にこネット」も

参加協力した。「にこネット」の団体会員にもなっていただき、いのちの授業に「おもちゃばこ」

のメンバーが参加するなど協力関係を構築している。 

4)西淀川区小児科医とのネットワークづくりは、福田先生、相井先生のご協力のもと「マタニティ

ひろば」や「にっこり Room」の座談会や学習会を中心に構築中です。医師会との連携も目指し

たい。 

5)「大阪市つどいの広場情報交換会～スマイル～」は、大阪市域の民間の「大阪市つどいの広場」

を運営する団体のネットワークとして H21 年度の準備期間を経て、H22 年 5 月に発足したばかり

である。H22 年度は、「つどいの広場」を市民のみなさんに知っていただき、共感いただけるイベ

ントを企画中である。 

 

こうして振り返れば、西淀川区を中心にした子育ての輪が大阪市域にも広がりながら、沢山の親子や

団体、学校、行政、地域と交流し人と人のつながりのなかで子育てを支援した 1 年であったと思います。 

西淀川区では昨年児童虐待の悲惨な事件が起こり、身近で起きた事件だけに地域住民の衝撃は大きく、

私達も「にこネット」の活動について考えさせられました。私達の活動・支援はごく一部の人にしか届

いていないという虚しさも味わい、聖香ちゃんをなぜ救えなかったのか・・という自責の念を誰もが持

ったと思います。このことはこれからも決して忘れず、支援の届かない家庭へも目を向け、活動の輪を

広げることが私達の使命であると心に刻みたいと思います。 

今後も西淀川区全体の子育て支援と「にこネット」の活動を並行して発展させていくために、今まで

のように委託金や助成金だけに頼る活動から、自立した活動ができることを目指し「にこネット」を支

える資金源となる基盤事業が必要だと考えています。そのために、地域の子育て中の人たちの求めてい

る支援を把握し、問題解決になる事業を興したいという構想を検討中です。子育てを応援することで子

ども達が豊かに育つ社会を実現するために、20 年 30 年後の社会を思い描きながら情熱を失わず活動し、

マインドを持った人を育成していくことが今後の課題でもあると思われます。 

これからの日本社会に役に立つ「NPO 法人にしよど にこネット」として社会に認められるよう今

後も精進し、事業を発展させていくことが、本法人の今後の活動の方向性であると思われます。私達の

活動の目的である子育ての社会化を目指し「安心して生み育てる街づくり」「子育てしやすい街づくり」

「みんなが笑顔になれる街づくり」の実現に向け、H22 年も笑顔で仲間との活動を大切にし、日々足元

の人と人のつながりを大切にしていきたい、と思いを新たにしている次第です。 

平成 22 年 6 月吉日 

NPO 法人にしよど にこネット 

代表理事 原 博美 
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Ⅲ．平成２１年度 事業の実施状況 

 

主催事業 

（１）子育てサークル・子育てネットワークの立ち上げ支援及び運営相談事業 

  ①サークルサポートプロジェクト サポーター会議 

 （ 内 容 ） サークル支援として、毎月のリーダー交流会の企画・進行を行う。リーダーアン

ケートによりリーダーの生の声を集約し、今後のサークル活動の発展に活かす。

各サークルの声を拾い子育て支援層に届ける。 

 （実施場所） 西淀川区在宅サービスセンターふくふく 

 （実施日時） 平成 21 年 4/6､5/11､6/1､7/6､9/7､10/5､11/2､12/7､平成 22年 1/4､2/1､3/1(月）

の全 11 回。各回 10時から 12時。 

 （事業の対象者） サークルサポーター 

 （延べ参加人数） 95名 

 （事業の成果） 新規事業としてサークルのサポートに特化したチームを立ち上げる。毎月のリー

ダー交流会でサークルの抱える現状に沿った座談会等を随時企画し、個々のリー

ダーの気もちに寄り添う姿勢を示せた。また、サポーター自身の交流の場として、

毎月の会議で自身の活動の根幹を見つめ直す機会になった。 

  ②サークルサポートプロジェクト リーダー交流会 

 （ 内 容 ） サークル運営者及び支援者の情報提供や交換・交流・学習・支援の場 

 （実施場所） 西淀川区在宅サービスセンターふくふく、西淀公園（5/18)、大和田中央公園

（11/6：サークル交流運動会） 

 （実施日時） 平成 21年 4/20､5/18､6/15､7/13､9/14､10/19､11/6､11/16､12/21､平成 22年 1/18､

2/15､3/15（月）の全 12回。 

 （事業の対象者） サークル運営者、子育て支援者など 

 （延べ参加人数） 440人 

 （事業の成果） 各サークルの抱える問題に対し相互支援の場を提供。リーダーさんの活力となる。 

 

（２）子育てに関する講座、イベント企画事業 

  ③「みんな集まれ！ファミリーひろば」プロジェクト 

 （ 内 容 ） H21年度赤い羽根共同募金配分金事業 

乳幼児の栄養源「遊び」を通して同世代・異世代と交流し親子を主体として、サ

ークルや子育て支援を紹介するイベントを高校生と子育て支援団体・医師・行政

機関と共に開催 

 （実施場所） 西淀川区民会館(エルモ西淀川） 

 （実施日時） 開催：H22年 3月 6日(土）、企画会議：（9/28,10/26,11/30,12/14,1/27,2/22) 
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反省会：(3/8)、 高校での授業開催：(3/5・4時限) 

 （事業の対象者） 子育て中の家庭、高齢者 

 （延べ参加人数） 379人 

 （事業の成果） 乳幼児から大人、高齢者の方など多数集まって、人と人のふれあう場所となり豊

かな交流がはかれました。 

全体集計参加者合計 379名（子ども 191名  大人 188名） 

内訳 来場者 参加団体・スタッフ 参加サークル 合計 

0～1歳 16 0 25 41 

2歳～就園 32 0 17 49 

幼稚園 16 8 14 38 

小学生 11 5 9 25 

中学生 0 1 0 1 

高校生 0 37 0 37 

大人 68 75 45 188 

合計 143 126 110 379 

  ④学習交流プロジェクト コモンセンス 

 （ 内 容 ） アメリカで 100年にわたって子ども達を援助してきたコモンセンスプログラムを

もとにした子育てプログラム。どのように子どもたちとの関係を深めればいいの

か、子どもたちをしつけたらいいのかといった疑問に答える内容。主催子ども子

育てプラザ(保育付き）で子育て応援講座の位置づけで開催。 

 （実施場所） 子ども子育てプラザ 

 （実施日時） 11/18、11/25、12/2、12/9、 フォローアップ講座 1/30 

 （事業の対象者） 子育て中の保護者（1～3歳児） 

 （延べ参加人数） 60名 

 （事業の成果） 落ち着くだけで子どもを感情的に叱る回数が 8割減った。1年生のお兄ちゃんに

手を焼いていたのに、コミュニケーションが良くなった。子どもに教え練習する

ということが出来るようになったなど講座の回を重ねるごとに受講したみなさ

んの子育ての様子の変化が聞けて、予想以上に効果が大きいと改めて感じた。本

来 6回のコースを短縮したので終了後フォローアップ講座をにこり Roomで開催

した。10名ほどが集まり、みなさん講座後の日常生活の中での成果を話していた。

再受講希望の声も多くあった。 

  ⑤学習交流プロジェクト 交流座談会（幼稚園ママ） 

 （ 内 容 ） 育児不安の解消・仲間作り・情報交換など。長期休みには親子企画で交流など 

 （実施場所） 西淀川子ども・子育てプラザ（定例会）・公園など 

 （実施日時） 定例会：5/26・6/3・6/10・7/7・1/28・1/29の 10時から 12時（全６回）、 

親子遊び企画：4/3（花見）・8/22（花火）・12/23（クリスマス会）・H22の 3/31

（花見）10時から 12時（全４回）、その他：ダンス及び美容講座受講 9/15 



9 

 （事業の対象者） 幼稚園及び小学校に通う年齢の親子 

 （事業の成果） 親子遊びなどは互いの子どもの成長を実感する良い機会であり、少しずつ子ども

の年齢が異なるので、先輩ママから良きアドバイスをしてもらえる。親のみの参

加企画も、日頃 PTA活動や家や子育てで忙しくしているメンバーのリフレッシュ

や交流の良い機会となった。 

  ⑥学習交流プロジェクト 合同交流会（幼稚園ママ） 

 （ 内 容 ） 幼稚園情報交流会・入園前の親子と当事者の交流など 

 （実施場所） 西淀川子ども・子育てプラザ 

 （実施日時） 幼稚園情報交流会：7/9の 10時から 12時、 

入園前のｱﾄﾞﾊﾞｲｽ及び座談会：H22年 2/12と 3/11のいずれも 10時から 12時 

 （事業の対象者） 交流会に参加したい親子など 

 （延べ参加人数） 幼稚園情報交流会：62組の親子（およそ 124人） 

入園前座談会：6組の親子（およそ 12人） 

 （事業の成果） 幼稚園選びは乳幼児の親の大きな関心ごとであり、地域の先輩ママの声を聴くこ

の企画は毎回参加者も多くニーズの高さを実感する。 

 

（３）子育てに関する情報提供事業 

⑦編集プロジェクト 子育てナビニュース WAO! 子育てすくすくマップ 

 （ 内 容 ） 子育てナビニュース WAO！・子育てすくすくマップの編集発行 

 （実施場所） 編集作業：子ども子育てプラザ 

配布場所：区役所 図書館 保健センター 

 （実施日時） WAO!幼稚園特集号：6/2・6/19・7/4 

すくすく子育てマップ 7/4・9/9・10/16・11/4・11/10・11/17 

 （事業の対象者） 乳幼児を子育て中の保護者 

 （延べ参加人数） 2,100人（子育てマップ：1,000部発行） 

 （事業の成果） 子育てに関する身近な情報を提供することで屋外に出かけるきっかけ・サークル

への入会のきっかけになり、人と人がつながることができた。 

  ⑧団体紹介・情報発信事業 

 （ 内 容 ） Ⓐ団体リーフレット作成配布 

Ⓑブログを通じて団体の最新情報、お知らせ等の発信 

http://ameblo.jp/nishiyodo-nikonet/ 

Ⓒ見学・視察受入れ、取材対応など 

 （実施場所） Ⓐ区役所、図書館、子育て支援センター、子ども・子育てプラザ、協賛店、医療

機関などⒷインターネット上Ⓒ掲載紙面 

 （実施日時） ⒶⒷ随時 

ⒸH21年 6月 23日（火）大阪日日新聞「妊婦や出産経験者とふれ合い」 

H21年 7月 15日(水）朝日新聞夕刊 1面「妊婦さんの命の授業」 

 H21年 7月 16日(木）読売新聞くらし面「さぁ夏休み何して遊ぶ？」 
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 H22年 1月：大阪市ボランティア情報センターCONVO vol.141 13ページ 

 H22年 3月：西淀川区生涯学習だより第 59号「生涯学習公開研修いのちの授業」 

 その他、見学視察など：大阪つどいのネットワーク、奈良県職員など 

 （事業の対象者） にこネットの活動に関心のある方 

 （事業の成果） ブログでの情報提供は、にっこり Room講座や冒険あそび場・ミニ遊び場へ初め

て参加する親子が増えるきっかけとなった。また新聞記事が載った事で、事業に

ついての問合せや視察申込があり、賛助会員の増加にもつながった。 

 

（４）妊婦から子育て家庭の出会いと交流促進に関するひろば企画運営事業 

⑨ひろばプロジェクト 乳幼児ひろば 

 （ 内 容 ） 乳幼児親子の集いの場を提供し、学習や交流を通して子育ての悩みの共有。地域

で仲間作り・子どもとの生活を楽しめるようにサポートした。 

ⒶのびのびひろばⒷぶんぶんひろば（別紙Ａ参照） 

後援：（社福）大阪市西淀川区社会福祉協議会 

 （実施場所） 西淀川区在宅サービスセンターふくふく、千船公園、西淀川消防署 

 （実施日時） 企画会議：Ｈ２１年４/４、５/８、６/４、６/２５、７/３の 10時～12時 

申込受付会：Ｈ２１年７月３０日（木）10時～12時 

事業開催日：実施日程表参照 

 （事業の対象者） Ⓐ1歳児とその保護者（登録 15組）、Ⓑ0歳児とその保護者（登録 16組） 

 （延べ参加人数） 167組、334名 

 （事業の成果） ・西淀川区社会福祉協議会の協力により会場を利用することが出来、区内の乳幼

児親子がベビーカーや自転車で通いやすい場所で実施することが可能であった。

（雨の日も近隣親子は参加できた） 

・座談会の時間を取ったことで、悩みごとの相談や地域の子育て情報などを共有

することができた。交流が深まり、対話の中から個々の子育てを振り返る機会と

なり、ストレス解消・育児不安軽減につながった。 

・スタッフが乳幼児連れで関わることで、参加者にとって身近な存在として親し

みやすい雰囲気作りができた。 

・スタッフ自身も、子育て中であっても社会参加をして人の役に立つ喜びを感じ

られたようである。 

・参加者から追加開催の希望があり 2月に合同交流会を実施した。親子とも気軽

に話せる仲間が増え、引き続き集まる計画をしたり、区内の乳幼児サークルへの

参加を希望する方も多く個別フォローをした。 

  ⑩ひろばプロジェクト かみのベィビィ 

 （ 内 容 ） 乳幼児親子の集いの場を提供し、学習や交流を通して子育ての悩みを共有して、

地域で仲間作り・子どもとの生活を楽しめるようにサポートする 

 （実施場所） 市営御幣島住宅 第一集会室 

 （実施日時） 9/17（木）、10/15（木）、11/19（木）、12/17（木）、1/21（木）、2/18（木） 
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いずれも 10時半～12時 （全 6回） 

 （事業の対象者） 香蓑地域在住の０、１歳児親子 

 （延べ参加人数） 150人（15組、31人） 

 （事業の成果） 同じ地域で同じ年齢を持つ親子同士の仲間を作ることができた。にこネットのイ

ベントやプロジェクトを案内することにより、にこネットへの興味も持ってもら

えた。地域のサークルへの入会も促すことができた。 

  ⑪ひろばプロジェクト マタニティひろば 

 （ 内 容 ） 妊娠期の家族、乳幼児親子の集いの場を提供し、学習や交流を通して子育ての悩

みを共有して、地域で仲間作り・子どもとの生活を楽しめるようサポートする。

(後援：西淀川区社会福祉協議会) 

 （実施場所） にっこり Room 

 （実施日時） H21年 7月 4日(土)14時～16時 『ワクチンについて』小児科：相井先生 

H21年 8月 1日(土)14時～16時 『ベビーマッサージ』 

 （事業の対象者） 妊娠期の家族・子育て家族など 

 （延べ参加人数） 13組 26 人 

 （事業の成果） 今年度より小児科の相井先生にも講師として参加していただけることになり、地

域に密着した活動が広がってきている。講座は少人数制で質疑応答などにもきめ

細かな対応ができ好評である。ベビーマッサージは毎回人気があり、親子で楽し

い時間を過ごしながら交流を深めている。 

 

（５）いのちの授業に関する企画運営事業 

  ⑫いのちの授業プロジェクト 

 （ 内 容 ） 学校の授業として妊婦さんと・赤ちゃん親子との交流を通じて、人と人のつなり

の大切さ、いのちの尊さを伝えることを目的に開催している。 

 （実施場所） 西淀川区内小学校 7校 13回 

 （実施日時） 6/7(歌島小学校PTA講演）、6/18(淀商業高校1年）、6/23(佃南小学校6年）、6/29(木

川南小 2年）、10/9(出来島小 2年）、11/30(香簑小６年）、12/3（姫島小 PTA講演）、

12/4（佃南 6年）、1/22（御幣島小 2年）、1/25（佃南小 2年）、2/3（佃小 2年）、

2/4(歌島小 2年）、2/9（香簑小 5 年）、2/16（香簑小 2年）、2/12(出来島小 4年

生）、2/15（竹島人権教育講演会）、2/24（西淀川区役所講演会） 

 （事業の対象者） 小学生（2年、4年、5年、6年）高校生、PTA、地域のみなさんなど要望に応じ

対象者が増えている 

 （延べ参加人数） 1300人 

 （事業の成果） 今年度は上記授業目的に加え、授業を受けた家庭にいのちの授業の目的が浸透し、

親子でいのちの会話が増えることを願い、授業を受ける児童を通じ保護者全員に

授業を説明するリーフレットを配布し、授業後保護者にアンケートを配布した。

予想以上に回収率が良く、家庭でいのちについての会話が広がり、いのちの尊さ

について考え、親子で出生時の思い出などを語り合った事が分かった。また、PTA
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や地域、行政から講演の依頼があり、地域の方々にも「いのちの授業」の講演を

聞いていただき共感の声を沢山いただいた。 

 

（６）冒険あそび場づくり事業 

⑬にしよど冒険あそび場プロジェクト 

 （ 内 容 ） 地域住民が主体となり運営し、木工、伝承遊び、集団遊び、巻き巻きパン作りな

ど《火・水・土・木など》の様々な遊びを通して「自分の責任で自由に遊ぶ」を

モットーに「やってみたい！」「おもしろい！」「できた！」とイキイキと五感を

発揮し創意工夫、チャレンジすることで子どもの生きる力を育めるような遊び場

を企画・開催している。H21年度は、にしよど冒険遊び場～夏の巻～、～冬の巻

～を開催し来場者も総計 230名を超える参加であった。次回開催を待ち望む声も

多数聞かれる。H20年 11月から開催したミニ遊び場も、平成 21年度は 8回企画

し、7回開催（1回は雨天のため中止）した。活動場所も、千船公園、大和田中

央公園、せせらぎの里と広げ、身近な遊び場として定着するように活動している 

また、コミュニティー協会との話し合いの結果、後援してくれることとなった。

スタッフの研修をかねて、能勢清流工房での野菜などの収穫を行う遠足・合宿や”

たこやき”と一緒に海洋センターへの合宿を行った 

 （実施場所） 御幣島東公園 ｺﾐｭﾆﾃｨｰ広場、千船公園、大和田中央公園、せせらぎの里、市営

御幣島集会所，かみの倉庫、能勢清流工房、海洋センター 

 （実施日時）   楽集会：

4/9,5/14,6/11,7/9,7/23,8/20,8/27,9/10,10/8,10/22,12/10,12/24,1/14,2/25,

3/11（全 15回、すべて木曜 10時～12時） 

ミニ遊び場：4/23,5/28,6/25,9/24,10/22,11/26,3/25（全 7回すべて木曜日、10

時～12 時） 

にしよど冒険あそび場:8/22,12/12（全 2回 土曜日 10時～3時） 

合宿：6/20（土）,6/21（日）,7/18(土),7/19(日),遠足：9/27（日）,10/18（日） 

 （事業の対象者） 乳幼児親子,児童,学生,遊び場作りやボランティアに関心ある方 

 （延べ参加人数） 550人 

 （事業の成果） 活動としては、前年度のミニ遊び場の参加者が少なかったが、乳幼児ひろばと一

緒にした千船公園での遊び場をきっかけに参加者が増え定着してきている。冒険

も、“つぎなにすんの”と楽しみな声も聞かれ地域に浸透してきている。 
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委託事業 

 

（７）大阪市つどいの広場事業(大阪市子ども青少年局委託事業) 

  ⑭大阪市つどいの広場委託事業 「にっこり ROOM」 

 （ 内 容 ） 「つどいの広場事業」は大阪市が実施主体となり、主に乳幼児(０～3歳)をもつ

親とその子どもが気軽に集い、うち解けた雰囲気の中で語り合い、交流を図り、

育児相談などを行う場を身近な地域に設置することにより、子育て中の親の子育

てへの負担感の緩和を図り、安心して子育て・子育ちができる環境を整備し、も

って、地域の子育て支援機能の充実を図ることを目的としている。 

 （実施場所） 西淀川区大和田 6丁目３－２９ にっこり Room 

 （実施日時） H21年 4月 1日から H22年 3月 31日の期間中、237日実施 

（平日 10時から 15時 不定期で休日開催） 

 （事業の対象者） 主に 0歳～3歳の未就園児親子 

 （延べ参加人数） 大人：972人、子ども：1150人 

 （事業の成果） 仲間づくり、悩み相談、子育てに関する学習など、講座やイベントを交えながら、

母子の交流を提供することができた。（講座内容等は別紙Ｂ・Ｃ参照） 

異年齢の子ども同士が一緒に遊ぶことで、子ども同士で日常生活のルールを学ぶ

ことができていた。8月に地域のお仕事体験の受入れをしたことにより、大和田

地域の住人の方や小学生とも交流することができた。 

  ⑮大阪市つどいの広場委託事業 「にっこり ROOM・ふくまち」 

 （ 内 容 ） 「つどいの広場事業」は大阪市が実施主体となり、主に乳幼児(０～3歳)をもつ

親とその子どもが気軽に集い、うち解けた雰囲気の中で語り合い、交流を図り、

育児相談などを行う場を身近な地域に設置することにより、子育て中の親の子育

てへの負担感の緩和を図り、安心して子育て・子育ちができる環境を整備し、も

って、地域の子育て支援機能の充実を図ることを目的としている。 

 （実施場所） 西淀川区福町 2-12市営福第２住宅２号棟１０４号 

 （実施日時） H21年 12月 15日から H22年 3月 31日の期間中、66日実施 

（平日 10時から 15時 不定期で休日開催） 

 （事業の対象者） 主に 0歳～3歳の未就園児親子 

 （延べ参加人数） 大人：105人、子ども：95人 

 （事業の成果） 仲間づくり、悩み相談、子育てに関する学習など、講座やイベントを交えながら、

母子の交流を提供することができた。（講座内容等は別紙Ｄ・Ｅ参照）｝異年齢の

子ども同士が一緒に遊ぶことで、子ども同士で日常生活のルールを学ぶことがで

きていた。オープンイベントを通して地域との交流、地域のひろばへのスタッフ

の派遣、掃除への参加などで地域との関係づくりもできた。 
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（８）世代を超えて子育てを応援するまちづくり事業（西淀川区委託事業） 

  ⑯西淀川子育てまるごと情報「COO」 

 （ 内 容 ） 西淀川区役所の「世代を超えて子育てを応援するまちづくり事業」受託による年

6回の西淀川区子育てまるごと情報 COOの企画・編集・発行事業 

 （実施場所） 編集会議：西淀川区役所、印刷：有限会社 博謄社 

常置場所：区役所 子育てゆったりスペース、1階情報コーナー、子育て支援連

絡会各機関 

 （実施日時） 奇数月 1日発行（年 6回） 

 （事業の対象者） 西淀川区在住の乳幼児の保護者、1回の発行数 2,000部 

 （事業の成果） 地域で生活する親の視点から、必要としている行政や民間団体の子育て支援情報

を一つにまとめて発行する。現場の子育て中の親の立場に立ち情報の送受信を行

う。 

 

（９）地域ですすめるこどもの仕事体験・ボランティア活動支援事業 

(大阪市子ども青少年局委託事業) 

  ⑰子育て支援のボランティア体験と商店街での仕事体験 

 （ 内 容 ） 少子高齢化の現代、子育て層の孤立化の問題とともに子どもの育ちも、コミュニ

ケーション不足、体験不足が問題となっている。今回、地域で子ども達に仕事や

ボランティァ体験の場を作り、主体的な活動を応援し、人と人の交流を体験する

ことや、仕事やボランティァの体験をすることで、コミュニケーションを学び、

人と人のつながりの楽しさ、大切さを知ることをねらいとした。 

 （実施場所） にっこり Room・・説明会（8/17)、にっこり Roomボランティァ体験

（8/18,8/19,8/24,8/25)、冒険あそび場学習会（8/20)、冒険あそび場ボランテ

ィァ体験（8/22)、地蔵盆（8/24)、お仕事体験(大塚屋、フェリス大和田、にし

き湯）（8/25)、まとめ振り返り会（8/26)、絵本展説明会（11/21)、絵本展ボラ

ンティァ体験（11/28） 

 （実施日時） 上記記載 

 （事業の対象者） 大和田地域の小中学生を中心に募集 

 （延べ参加人数） 小学生低学年 23名、小学生中学年 34名、小学生高学年 17名、中学生 14名、 

関わる大人 102名、参加者 272名、合計 462名 

 （事業の成果） 事業をつうじ、小中学生が地域の中で様々な仕事・ボランティァを体験し、人と

人の温かいつながりを体験したことが、振り返り会での子ども達の感想、寄せら

れた家族からの感想で分かった。にこネットとしても小中学生と乳幼児家族のか

け橋になるこの事業は、多世代の交流、地域との交流の場として貴重だと感じた。 
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ネットワーク事業 

 

（１０）子育て関係機関および他団体とのネットワーク事業 

  ⑱西淀川子育て支援連絡会 

 （ 内 容 ） 毎月第１火曜日に区内の子育て関係機関・施設・団体が集まり、情報交換・課題

共有する。その他「絵本展ふわふわ」の実行委員会の開催など。 

 （実施場所） （社福）西淀川区社会福祉協議会 3階会議室、西淀川図書館多目的室 

 （実施日時） 定例会 H21年 4/7.5/12.6/2.7/7.8/4.9/1.10/6.11/10.12/1.H22年 1/5.2/2.3/2 

（火曜日 10時～12時） 

絵本展準備 H21.11/26（木）、絵本展 H21年 11/27（金）･11/28（土）10時～15

時 

 （事業の対象者） 西淀川区役所、図書館、保健センター、子育て支援センター、子育てプラザ、区

社協などの職員、主任児童委員、にこネット、子どもセンター代表者・読み聞か

せグループ、「おもちゃばこ」、親子劇場など 

 （延べ参加人数） 300人 

 （事業の成果） 毎月、関係機関が集まる事で区内の乳幼児～児童生徒を対象とする行事や活動に

ついての情報やチラシ等を集約できる。またその情報は情報紙 Cooなどで子育て

当事者に届けられる仕組み作りがスムーズに行えた。行政の職員との信頼関係を

築く機会となり、「ファミリーひろば」（区役所共催）や「コモンセンス講座」（子

育てプラザ共催）を協働して実施する事ができた。絵本展で小学生がボランティ

ア体験するなど、にこネットの取り組みが評価された。 

  ⑲ＯＳＡＫＡ子育てネットたこやき 

 （ 内 容 ） 大阪市内を活動エリアとする子育て支援を行うグループ、団体等が集まり、各地

域でのサークル活動の情報交換を行いながら、子どもの健やかな育ちを願い、子

育て層を共に応援する活動を支え合う子育てネットです。定例会や、いのちの授

業を大阪市域に広げる活動や理論の構築を目指しています。外遊びの推進も活動

の柱です。折々に仲間の親睦と野外活動の目的で合宿も開催している。 

 （実施場所） にっこり Room、みなくるハウス等 

 （実施日時） 定例会（4/5,6/28,9/5,12/19) BBQ(4/29)合宿(淡輪 7/18,19) いろいろ相談セン

ター・あそびの広場（8/29,30) にこネット能勢秋のお楽しみ会合流（9/27,10/18) 

犬鳴き憩いの家春合宿（3/20) 

 （事業の対象者） 大阪市域の子育て支援団体、専門職 

 （延べ参加人数） 6団体 7個人 

 （事業の成果） H21年度は、寺田先生が科研に合格され 4年間の研究に「いのちの授業」や食育

をテーマに研究されている。いのちの授業のリーフレット作成もご協力いただき、

保護者のアンケートも研究対象とされている。 

  ⑳おもちゃ図書館「おもちゃばこ」 

 （ 内 容 ） 障がい児を中心におもちゃを介して人と人のつながりを作る。親子の仲間づくり。
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孤立を予防し地域や人をつなぐ場として会話を大事にし、情報交換や悩みを話し、

相談機関の紹介なども心がけている。 

 （実施場所） 西淀川区社会福祉協議会 ふくふく 3階会議室 

 （実施日時） 毎月第 2土曜日(年間 12回） 映画上映会”宇宙の約束”1月 24日(日） 

 （事業の対象者） 障がい児の親子・兄弟児および活動に関心のあるボランティァや健常児の親子 

 （延べ参加人数） 250人 

 （事業の成果） 今年は毎月 1回の活動に加え赤い羽根共同募金により、宇宙の約束の映画上映会

を開催。約 110人の参加者があり、共感や熱い感想が多数寄せられた。終了後の

座談会も 21人の参加者があり交流が深まった。にこネットは、ポスターちらし

の印刷協力、当日の 4名がスタッフ参加をした。来場者も増えておりリピーター

の方も増えてきた。H21年淀商業高校のいのちの授業にスタッフのみなさんに参

加していただき、障がい児の親の気持ちを率直にお話ししてもらい生徒から大き

な反響があった。H22年度も授業の依頼が来ている。 

  21大阪市つどいの広場連絡会～スマイル～ 

 （ 内 容 ） 大阪市域のつどいの広場を運営する民間団体・NPO等を対象に、大阪市つどいの

広場の発展を目的とし、情報交換を行いお互いの活動を支え合い高めあう活動を

行う。 

 （実施場所） 大阪市内の施設。参加団体の拠点等 

 （実施日時） H21年度 2月より活動開始。発足は H22年 5月 9日。 

 （事業の対象者） 民間のつどいの広場委託団体の代表等 

 （延べ参加人数） 現在約 10団体 

 （事業の成果） 大阪市のつどいの広場委託事業の動向を知り、発展的・建設的に運営を進めるた

めの情報交換を行えた。 

  22その他 講演会・講師依頼 

 （ 内 容 ） 今年度は、小学校 PTAや区役所、竹島人権委員などから「いのちの授業」」の講

演依頼があり、要請に応えた。朝日新聞は、虐待事件の取材に引き続き「いのち

の授業」を取材され、夕刊一面に取り上げられた。地域や大学での講師依頼にも、

求めに応じ講演した。 

 （実施場所） 6/6(歌島小 PTA）7/15(朝日新聞夕刊一面いのちの授業掲載） 7/25(大阪女子短

期大学地域子育て支援論）11/21(大阪女子短期大学 堺子育てアカデミー） 

10/16(プール学院短期大学教育社会論）12/3(姫島小 PTA 成人教育講演会）

2/15(竹島老人いこいの家：人権委員会研修） 2/24(西淀川区生涯学習推進区民

会議公開研修） 

 （実施日時） 上記記載 

 （事業の対象者） 希望される方 

 （延べ参加人数） 約 200人 

 （事業の成果） 歌島小、姫島小では、PTAの方々にいのちの授業を体験していただき、授業の主

旨や子ども達の感想を紹介し「妊婦さんのお腹を触割らせてもらって温かい気持
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ちを思い出した」「命と性を子ども達に伝えて行こうと思う」「予想以上に感動し

ました全国的に普及してほしい活動」など熱い感想を多数頂いた。区役所や、地

域でも「父親向けにいのちの授業をしてはどうか」「お手伝いしたい」など共感

の声を頂いた。大学では保育課の学生に向けて、地域の子育て支援の重要性を講

義し、にしよど冒険あそび場～春の巻～に実習参加につながった。地域の方々や

学生など幅広い年代に、地域の子育て支援の活動を伝える機会を得て、社会的な

子育て支援への認識が深まったのではないかと感じる。 
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別紙Ａ  ⑨乳幼児ひろば 実施講座実績一覧 

 

幼児ひろば（のびのび ひろば） 

 日付 
＊ H２０年度生まれの親子（１歳児）対象 

＊ 開催はいずれも木曜日 １０時 30分～12時 

会場 
 

参加親子 
登録１５組 

１ ８月６日 
はじめましての会 

～自己紹介しましょう～ 
ふくふく 

 

１５組 

 

2 ９月３日 

音楽あそびの会   

（講師：西淀川子どもセンター 西川さん） 

～リズムにあわせて体を動かそう～ 

ふくふく 

 

１３組 

 

3 1０月１日 

ふれあいあそびと座談会 

（講師：子育て支援室 原担当係長） 

～保育士さんと話しましょう～ 

ふくふく １３組 

 

4 1１月５日 

消防署見学会 

（講師：西淀川消防署予防課職員） 

～防災のお話・署内見学しましょう～ 

西淀川 

消防署 

１１組 

 

5 12月３日 
クリスマス会 

～みんなで一緒に楽しみましょう～ 
ふくふく 

 

 ９組 

 

6 １月７日 
茶話会  

～フリートーク、手形スタンプ～ 

ふくふく  ８組 

 ２月４日 
交流会（追加実施） 

 

ふくふく  ９組 

延べ７８組 

 

赤ちゃんひろば（ぶんぶんひろば） 

 
日付 

＊ H２１年度生まれ親子（０歳児）対象 

＊ 開催はいずれも金曜日 １０時 30分～12時 
会場 

参加親子 

登録１６組 

1 ８月 2１日 はじめましての会（手遊び） 

～自己紹介しましょう～ 

ふくふく １４組 

2 ９月 1８日 

ベビーマッサージと座談会 

（講師：いのち輝かせ屋 小川助産師） 

～助産師さんと一緒に話しましょう～ 

ふくふく 

 
１２組 

3 1０月1６日 
フリートークの会 

～子育てについてみんなで話そう～ 

ふくふく 

 

１４組 

 

4 1１月20日 
手づくりおもちゃ工作会 

～身近な素材でおもちゃを作りましょう～ 

ふくふく 

 

１１組 

 

5 12月１８日 

クリスマス会（絵本の読み聞かせ） 

（講師：西淀川図書館絵本の会ぽけっとさん） 

～絵本との時間を楽しみましょう～ 

ふくふく 

 

１５組 

 

6 １月１５日 茶話会 ～手形スタンプ色紙の制作～ 
ふくふく 

 

１４組 

 

 ２月４日 交流会（追加実施） ふくふく ９組 

延べ８９組 
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別紙Ｂ  ⑭つどいの広場委託事業「にっこり Room」 実施講座実績一覧 

実施日 参加者数 実施内容（具体的に） 

2009/4/14（火） 
大人 鯉のぼり工作 

子ども （悪天候のため、参加者キャンセル） 

2009/4/19（日） 
大人 ７人 休日講座 

子ども 9人 ベビーマッサージ講座 

2009/5/12（火） 
大人 2人 プチ講座 

子ども 2人 紙コップでおもちゃ作り 

2009/5/23（土） 
大人 スリングの使い方講座 

子ども （新型インフルエンザ流行のため、中止） 

2009/6/8（月） 
大人 10人 

ベビーマッサージ講座 
子ども 11人 

2009/6/9（火） 
大人 20人 プチ講座 

子ども 20人 アロマで虫よけスプレー作り 

2009/6/26（木） 
大人 7人 スタッフ研修 

子ども 「家庭で子どもを見守る」 講師：小児科医 福井先生 

2009/6/29（土） 
大人 9人 休日講座 

子ども 13人 歯科衛生士さんによるお口の講座 歯磨きアドバイスなど 

2009/7/7（火） 
大人 12人 プチ講座 

子ども 12人 アロマで虫よけスプレー作り 

2009/7/14（火） 
大人 6人 プチ講座 

子ども 6人 絵本の読み聞かせ 

2009/7/25（土） 
大人 4人 休日講座 

子ども 6人 先輩ママによりスリングの使い方 

2009/8/11（火） 
大人 10人 プチ講座 

子ども 14人 お豆腐の白玉団子作り 

2009/9/8（火） 
大人 7人 プチ講座 

子ども 8人 スクラップブッキング 

2009/10/10（土） 
大人 3人 プチ講座 

子ども 3人 インフルエンザの予防とワクチンのお話 

2009/10/13（火） 
大人 6人 プチ講座 

子ども 8人 エコ工作 

2009/11/10（火） 
大人 6人 プチ講座 

子ども 8人 絵本の読み聞かせ会 

2009/11/21（土） 
大人 10人 休日講座 

子ども 13人 小児科の先生との座談会 
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2009/12/1（火） 
大人 9人 プチ講座 

子ども 8人 スクラップブッキング 

2009/12/8（火） 
大人 10人 クリスマス会 

子ども 11人   

2009/12/15（火） 
大人 9人 プチ講座 

子ども 9人 クリスマスリース作り 

2010/1/12（火） 
大人 8人 プチ講座 

子ども 8人 親子でパン作り 

2010/1/17（日） 
大人 8人 休日講座 

子ども 5人 しつけのお話 

2010/1/20（水） 
大人 5人 スタッフ研修 つどいの広場 見学 

子ども ふらっとスペース金剛 講師：岡本さん 

2010/1/30（土） 
大人 7人 コモンセンス講座の振り返り 

子ども 8人   

2010/2/9 （火） 
大人 5人 プチ講座 

子ども 5人 保健師さんの身体測定＆相談会 

2010/2/13（土） 
大人 6人 休日講座 

子ども 7人 折り紙講座 

計 
大人 186人 

子ども 194人  
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別紙Ｃ  ⑭平成２１年度 つどいの広場委託事業「にっこり Room」 実績報告書 

  実施日数 来訪者数 
相談件数 交流促進イベント 講習等 

総数 電話 来所 回数 参加者 回数 参加者 

４月 23日 
大人        97 人 

15 0 15 9 
大人        39人 

2 
大人        7人 

子ども        116人 子ども        47人 子ども        9人 

５月 12日 
大人        38 人 

5   5 3 
大人        9人 

2 
大人        2人 

子ども        42人 子ども        10人 子ども        2人 

６月 23日 
大人        142 人 

      13 
大人        54人 

4 
大人        46人 

子ども        160人 子ども        69人 子ども        44人 

７月 23日 
大人        121 人 

4   4 14 
大人        44人 

3 
大人        22人 

子ども        146人 子ども        70人 子ども        24人 

８月 18日 
大人        73 人 

7   7 8 
大人        29人 

1 
大人        10人 

子ども        93人 子ども        37人 子ども        14人 

９月 19日 
大人        92 人 

5   5 9 
大人        35人 

1 
大人        7人 

子ども        114人 子ども        53人 子ども        8人 

10月 22日 
大人        62 人 

4   4 9 
大人        20人 

2 
大人        9人 

子ども        77人 子ども        28人 子ども        11人 

11月 19日 
大人        60 人 

0     6 
大人        11人 

2 
大人        16人 

子ども        87人 子ども        14人 子ども        21人 

12月 18日 
大人        78 人 

3   3 5 
大人        19人 

3 
大人        28人 

子ども        87人 子ども        25人 子ども        28人 

１月 18日 
大人        76 人 

6   6 6 
大人        35人 

4 
大人        28人 

子ども        80人 子ども        41人 子ども        21人 

２月 20日 
大人        57 人 

3   3 5 
大人        16人 

2 
大人        11人 

子ども        65人 子ども        17人 子ども        12人 

３月 22日 
大人        76 人 

6   6 3 
大人        15人 

0 
大人        人 

子ども        83人 子ども        18人 子ども        人 

合計 237日 
大人        972 人 

58 0 58 90 
大人        326人 

26 
大人        186人 

子ども        1,150 人 子ども        429人 子ども        194人 
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別紙Ｄ  ⑮つどいの広場委託事業「にっこり Room・ふくまち」 実施講座実績一覧 

実施日 参加者数 実施内容（具体的に） 

１月３０日（土）      

10 時４５分～        

11時１５分 

 大人 

ＯＰＥＮイベント時の絵本の読み聞かせ 

講師：絵本の会ぽけっと 

15 人 

 子ども    

18 人 

1月３０日（土）      

1４時００分～        

１４時３０分 

 大人 

ＯＰＥＮイベント時のピアノ演奏＆手遊び 
10 人 

 子ども    

15 人 

2月１２日（金）      

10 時３０分～        

1２時００分 

 大人 
「親子で楽しむ花育講座」 

講師：大阪市ゆとりとみどり振興局 十三公園事務所 

木片でのマスコット作りとペットボトルでのガーデニング  

5 人 

 子ども    

5 人 

2月２６日（金）      

1０時３０分～        

１２時００分 

 大人 
「２月生まれのお誕生日会」 

手形・足形をとり記念色紙の作成 

ティータイムでの交流 

4 人 

 子ども    

4 人 

3月１２日（金）      

10 時３０分～        

1２時００分 

 大人 
「保健師さんにお話しを聞こう」 

講師：福町担当の保健師さん 

手遊び・事故防止のお話・個人の質問 

10 人 

 子ども    

11 人 

3月２６日（金）      

1０時３０分～        

１２時００分 

 大人 

「３月生まれのお誕生日会」 

手形・足形をとり記念色紙の作成 

1 人 

 子ども    

1 人 

計 

 大人  

45 人  

 子ども     

54 人  
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別紙Ｅ  ⑮平成２１年度 つどいの広場事業実績報告書 「にっこり Room・ふくまち」実績報告書 

  実施日数 来訪者数 
相談件数 交流促進イベント 講習等 

総数 電話 来所 回数 参加者 回数 参加者 

４月   
大人        人 

        
大人        人 

  
大人        人 

子ども        人 子ども        人 子ども        人 

５月   
大人        人 

        
大人        人 

  
大人        人 

子ども        人 子ども        人 子ども        人 

６月   
大人        人 

        
大人        人 

  
大人        人 

子ども        人 子ども        人 子ども        人 

７月   
大人        人 

        
大人        人 

  
大人        人 

子ども        人 子ども        人 子ども        人 

８月   
大人        人 

        
大人        人 

  
大人        人 

子ども        人 子ども        人 子ども        人 

９月   
大人        人 

        
大人        人 

  
大人        人 

子ども        人 子ども        人 子ども        人 

10月   
大人        人 

        
大人        人 

  
大人        人 

子ども        人 子ども        人 子ども        人 

11月   
大人        人 

        
大人        人 

  
大人        人 

子ども        人 子ども        人 子ども        人 

12月 10日 
大人        8人 

0 0 0 0 
大人        人 

0 
大人        人 

子ども        8人 子ども        人 子ども        人 

１月 17日 
大人        84人 

4 0 4 1 
大人        42人 

2 
大人        25人 

子ども        66 人 子ども        24人 子ども        33人 

２月 19日 
大人        74人 

1 0 1 8 
大人        32人 

2 
大人        9人 

子ども        74 人 子ども        32人 子ども        9人 

３月 20日 
大人        73人 

1 0 1 10 
大人        31人 

2 
大人        11人 

子ども        81 人 子ども        39人 子ども        12人 

合計 66日 
大人        239 人 

6 0 6 19 
大人        105人 

6 
大人        45人 

子ども        229 人 子ども        95人 子ども        54人 
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Ⅳ．社員総会の開催状況 

 通常総会 

 （ 日 時 ） 平成２１年６月１４日（日） １４時から１５時 

 （ 場 所 ） にっこり Room（大阪市西淀川区大和田６－３－２９） 

 （社員総数） ２０名 

 （出席者数） １４名（うち委任状出席者６名、書面表決者０名） 

 （ 内 容 ） 第１号議案 Ｈ２０年度事業報告および収支決算報告の承認の件 

  第２号議案 Ｈ２１年度事業計画および予算報告の件 

  第３号議案 その他 

  第４号議案 議事録署名人の選任の件 

 

Ⅴ．理事会その他の役員会の開催状況 

 理事会 

 （ 日 時 ） 平成２１年６月１４日（日） １０時から１２時 

 （ 場 所 ） にっこり Room（大阪市西淀川区大和田６－３－２９） 

 （理事総数） ５名 

 （出席者数） ５名 

 （ 内 容 ） ①Ｈ２０年度事業報告および収支決算報告の承認の件 

  ②Ｈ２１年度事業計画および予算報告の承認の件 

  ③その他、事務連絡など 

 

 （ 日 時 ） 平成２２年２月７日（日） １０時から１５時 

 （ 場 所 ） にっこり Roomふくまち（西淀川区福町 2-12 市営福第２住宅２号棟１０４号） 

 （理事総数） ５名 

 （出席者数） ５名 

 （ 内 容 ） ①活動報告 

  ②会計中間報告 

  ③理事の任期満了に伴う現任者の意思確認および新理事候補者について 

  ④平成 22年度事業計画について 

  ⑤その他、事務連絡など 

 

 プロジェクトリーダー会議 

 （ 日 時 ） 平成２１年７月５日（日） １０時から１２時 

 （ 場 所 ） にっこり Room（大阪市西淀川区大和田６－３－２９） 

 （出席者数） ８名 

 （ 内 容 ） ①プロジェクトリーダー、会計担当者紹介および 21年度活動予定について 

  ②事務局より会計処理方法の説明 

  ③平成 21年度事業運営体制および予算配分について 

  ④活動記録方法と報告書提出期限について 

  ⑤その他、事務連絡など 
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Ⅵ．特定非営利活動に係る事業会計 収支計算書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   特定非営利活動にかかる事業会計収支計算書 

ＮＰＯ法人にしよど にこネット 

                                

（単位：円） 

《経常収支の部》 

【経常収支の部】 

【経常収入】 

正会員会費収入 58,000 

賛助会員会費収入 49,000 

寄付金収入 877,663 

助成金収入 418,000 

委託金収入 462,000 

5,806,600 

339,614 

雑収入 183,947 

預金利息 369 

  
経常収入   計 8,195,193 

【経常経費】 

【事業費】 

助成金事業支出 451,166 

大阪市つどいの広場事業 6,116,987 

事業支出 597,424 

寄付金 30,000 

諸会費 3,000 

支払い手数料 420 

事業費  計 7,198,997 

【管理費】 

旅費交通費 8520 

  通信費 10,250 

会議費 9,191 

消耗品費 18,150 

賃借料 24,000 

備品購入費 108,000 

雑費 28,667 
管理費  計 206,778 

7,405,775 

経常経費収支差額 789,418 

当期収支差額 789,418 

前期繰越収支差額 551,813 

次期繰越金差額 1,341,231 

事業収入 

経常経費計 

大阪市つどいの広場委託料収入 

 平成２１年４月１日～平成２２年３月３１日 
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Ⅶ．特定非営利活動に係る事業会計 貸借対照表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　　　　　　　　　　　特定非営利に係る事業会計　貸借対照表

　　　　　　　　　　　　　　平成22年3月31日現在

NPO法人　にしよど　にこネット

　　

区分 科目 小科目 大科目

資産の部

流動資産

現金 390,946

三菱東京ＵＦＪ銀行歌島橋支店普通預金 723,964

りそな銀行歌島橋支店普通預金 226,321

流動資産合計 1,341,231

固定資産

車両運搬具

什器備品

電話加入権

差入保証金 200,000

固定資産合計 200,000

資産合計 1,541,231

負債の部

流動負債 　

源泉所得税預かり金

社会保険預かり金

短期借入金

流動負債合計 0

固定負債 　

長期借入金

固定負債合計 0

負債合計 0

正味財産の部

前期繰越活動収支差額 551,813

当期収支差額 789,418

次期繰越収支差額 1,341,231

正味財産合計 1,541,231

負債及び正味財産合計 1,541,231
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Ⅷ．特定非営利活動に係る事業会計 財産目録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            特定非営利に係る事業会計 財産目録 

                平成 22年 3 月 31 日現在 

NPO 法人 にしよど にこネット 

             一般会計                  （単位：円） 

科      目       金     額 

Ⅰ資産の部 

１ 流動資産 

現金 390,946 

三菱東京ＵＦＪ銀行 歌島橋支店普通預金 723,964 

りそな銀行歌島橋支店 226,321 

流動資産合計 1,341,231 

2 固定資産 

車両運搬具 

什器備品 

差入保証金 200,000 

固定資産合計 200,000 

資産合計(A） 1,541,231 

Ⅱ負債の部 

Ⅰ流動負債 

源泉所得税預かり金 

社会保険預かり金 

短期借入金 

流動負債合計 0 

Ⅱ固定負債 

長期借入金 

固定負債合計 0 

負債合計（B） 0 

正味財産（A）ー（B） 1,541,231 

上記は財産目録に相違ない。 

ＮＰＯ法人にしよど にこネット 

理事 小西 和子 


