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平成２５年度事業報告書 

特定非営利活動法人 和 

Ⅰ 事業期間 

   

平成２５年４月１日～平成２６年３月３１日 

 

Ⅱ 事業の成果 

 

 平成２５年度は、社会体験など体験活動の機会を提供し、青少年の健やかな

育成に努めました。また、文化イベントを実施し、市民憲章の理念に謳われて

いる教養を深め、文化のかおり高いまちづくりに努めるため多くの文化イベン

トを実施しました。さらに社会教育施設の指定管理では、次代を担う子どもた

ちの健全育成、子育て支援や三世代交流、市民の生涯学習事業を推進し、人と

人とのふれあいを図りました。自主事業は、エスポアールで全４０事業・１１

４講座を、教育センターでは全３２事業・１３９講座を実施し、事業参加人数

や貸し部屋利用者数も定着し、エスポアールでは昨年度の来館者総数２３０，

２８６人から２６０，７９６人、教育センターは昨年度の来館者総数６９，７

０７人から８４，３３９人と両施設ともに増加しました。私たちの自主事業活

動が市民の期待に応えているものと考えます。 

さらに組織基盤を確立するため、活動内容等についてホームページの更新や

便り、パンフレットの配布などさらに積極的な広報活動と会員募集に努めまし

た。 

 

Ⅲ 事業の実施状況 

 

１ 特定非営利活動に係る事業 

（１）（事業名） 文化イベントの企画運営事業 

（内 容）「第３８回復活ねやがわ寄席 in エスポ」、「第３９回復活ねや

がわ寄席 inエスポ」を企画開催しました。毎年楽しみにされている市民

も多く、今年度の２回の「復活ねやがわ寄席」も非常に好評大人気のう
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ちに開催することができ、市民文化の振興を図ることが出来ました。 

   （実施場所） 寝屋川市立エスポアール 多目的ホール 

（実施日時） 平成２５年６月８日（土）、平成２５年１２月７日（土） 

（事業の対象者）市民 各２００名 

 

（内 容）江戸時代に浪速（大阪）の地に生まれて、今日まで守り育て

られてきた浪花節が間近に聞けると好評を得ています「エスポ浪曲寄席」

の四回目を開催しました。京山幸枝若による、程よくかれた良い声によ

る伝統ある浪速文化の浪曲の空間づくりにより、市民文化の振興を図り

ました。 

   （実施場所） 寝屋川市立エスポアール 多目的ホール 

（実施日時） 平成２５年９月２３日（月） 

   （事業の対象者）市民 ２００名 

 

（２）（事業名） 次代を担う子どもたちの育成にむけての講座、講習会等開催

事業 

（内 容）夏休みに親子で楽しく施設見学や体験などの活動を行う

「夏休み親子バスツアー」を企画実施しました。信楽焼では、

手びねりろくろによる陶器作りと素焼きの人形、皿の絵付けに

分かれて陶器作りを体験、また、琵琶湖博物館では琵琶湖の生

い立ちの学習や化石の実物に触れて、古琵琶湖層の象化石や貝

などの古生代化石のレプリカ作りを体験しました。 

いろいろなタイプの子ども、いろいろな年代が参加すること

ができ、体験で五感を働かせ、実体験により感動や達成感を感

じ、子供たちが生き生きしている姿が多くみられ、自分のやり

たいことを見つけるきっかけの場になりました。さらに親の仕

事のため、なかなか親子でこうした機会を作ることができない

家族も参加し、家庭の絆づくりなど家庭教育の振興も図ること

ができました。 

（実施場所） 信楽たぬき村信楽陶苑、滋賀県立琵琶湖博物館 
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（実施日時） 平成２５年８月２日（金） 

（事業の対象者）市内在住の幼、小の親子 ８３名 

 

（３）（事業名） 社会教育施設等管理運営事業 

（内 容） 寝屋川市立エスポアールの管理運営 

         児童及び青少年を主体とした健全育成、子どもから高齢者

に至るまでの世代間交流を推進し、人と人とのふれあいを図

り、生涯学習事業を実施するとともに、市民の自主学習の支

援、子育て支援や相談、情報提供等市民活動の場の提供と機

会の提供を図りました。 

  （実施場所） 寝屋川市立エスポアール  

（実施日時） 平成２５年４月１日～平成２６年３月３１日 

  （事業の対象者）市民 延べ利用人数 ２６０，７９６人 

 

（内 容） 寝屋川市立教育センターの管理運営 

         児童及び青少年を主体とした健全育成、子どもから高齢者

に至るまでの世代間交流を推進し、人と人とのふれあいを図

り、生涯学習事業を実施するとともに、市民の自主学習の支

援、子育て支援や相談、情報提供等市民活動の場の提供と機

会の提供を図りました。 

  （実施場所） 寝屋川市立教育センター 

（実施日時） 平成２５年４月１日～平成２６年３月３１日 

  （事業の対象者）市民 延べ利用人数 ８４，３３９人 

 

（４）（事業名） 安全安心のまちづくり事業 

（内 容） 子どもの安全サポート事業として子どもを狙う犯罪者から子

どもを守るため、会員居住地の小中学校区域で子どもの登下

校時の見守り活動を行いました。 

子ども安全見守り隊地域パトロールカーで下校時巡回見守り 

         毎週金曜日 下校時間帯  述べ４３回 ８６人 
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登下校時の見守り活動 

         登校時、下校時間帯    述べ４００人 

  （実施場所） 寝屋川市内小中学校周辺 

（実施日時） 平成２５年４月１日～平成２６年３月３１日 

  （事業の対象者） 市内小中学生 

 

（５）（事業名） まちのクリーン活動事業 

（内 容） 社会を明るくする運動の一環としての市内駅前清掃活動に参

画し、市内四駅の駅前清掃活動を行いました。 

  （実施場所） 市内四駅前周辺 

（実施日時） 平成２５年６月２日、平成２５年９月１日、平成２５年 

１２月１日、平成２６年３月２日  計３０人 

  （事業の対象者）市民 

 

（６）（事業名） 情報提供事業 

（内 容） ホームページの運営。和の業務内容がすぐにわかるようなサ 

イトの充実や、毎月発行の「エスポだより」「教育センターだ 

より」にあわせて、ホームページの更新等により情報発信を 

行いました。 

（実施日時） 通年 

  （事業の対象者）市民 

 

Ⅳ 社員総会の開催状況 

 

平成２５年度通常総会 

（日 時）   平成２５年５月２４日  午後５時００分から午後６時

００分 

（場 所）   寝屋川市八坂町１４番１５号 ちゃんこ部屋 

（社員総数）  ３１名 

（出席者数）  ２８名（うち委任状出席者１３名） 
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（内 容）   第１号議案 平成２４年度事業報告の件 

         審議の結果、全員一致で可決承認 

        第２号議案 の件平成２４年度活動決算報告の件 

         審議の結果、全員一致で可決承認 

          第３号議案 平成２４年度監査報告の件 

           審議の結果、全員一致で可決承認 

          第４号議案 議事録署名人の件 

           審議の結果、全員一致で可決承認 

 

 

平成２５年度社員総会 

   （日 時）   平成２６年１月３０日 午後２時００分から午後２時０

０分 

   （場 所）   寝屋川市八坂町１４番１５号 ちゃんこ部屋 

   （社員総数）  ３１名 

   （出席者数）  ２２名（うち委任状出席者７名） 

   （内 容）   第１号議案 理事１名選任の件 

            審議の結果、全員一致で可決承認 

           第２号議案 第２期指定管理者決定の件 

            審議の結果、全員一致で可決承認 

           第３号議案 議事録署名人の件 

            審議の結果、全員一致で可決承認 

 

平成２５年度通常総会 

（日 時）   平成２６年３月１６日 午後５時００分から午後６時００分 

（場 所）   寝屋川市八坂町１４番１５号 ちゃんこ部屋 

（社員総数）  ３１名 

（出席者数）  ２６名（うち委任状出席者１０名） 

（内 容）   第１号議案 役員の変更の件 

         審議の結果、全員一致で可決承認 
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        第２号議案 職員の配属並びに退職の件 

         審議の結果、全員一致で可決承認 

         第３号議案 平成２６年度事業計画の件 

          審議の結果、全員一致で可決承認 

         第４号議案 平成２６年度活動予算の件 

          審議の結果、全員一致で可決承認 

         第５号議案 議事録署名人の件 

          審議の結果、全員一致で可決承認 

 

Ⅳ 理事会その他の役員会の開催状況 

 

第１回理事会  平成２５年５月２４日 

   （内 容）   第１号議案 平成２５年度通常総会案件の件 

審議の結果、全員一致で可決承認 

第２号議案 議事録署名人の選任の件 

審議の結果、全員一致で可決承認 

第２回理事会  平成２５年６月１９日 

   （内 容）   第１号議案 平成２５年度和事業報告書、活動決算書

の件 

審議の結果、全員一致で可決承認 

第２号議案 第二期指定管理事業の件 

審議の結果、全員一致で可決承認 

第３号議案 議事録署名人の選任の件 

審議の結果、全員一致で可決承認 

第３回理事会  平成２５年９月１１日 

   （内 容）   第１号議案 エスポアール指定管理応募の件 

審議の結果、全員一致で可決承認 

第２号議案 議事録署名人の選任の件 

審議の結果、全員一致で可決承認 

第４回理事会  平成２５年９月２５日 
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   （内 容）   第１号議案 エスポアール指定管理申請の件 

            審議の結果、全員一致で可決承認 

第２号議案 その他の件 

            審議の結果、全員一致で可決承認 

第３号議案 議事録署名人の選任の件 

審議の結果、全員一致で可決承認 

 

（内 容）   第１号議案 教育センター指定管理応募の件 

審議の結果、全員一致で可決承認 

           第２号議案 議事録署名人の選任の件 

            審議の結果、全員一致で可決承認 

第６回理事会  平成２５年１１月２１日 

（内 容）   第１号議案 エスポアール、教育センター指定管理二 

次選定ヒヤリング結果の件 

審議の結果、全員一致で可決承認 

第２号議案 議事録署名人の選任の件 

            審議の結果、全員一致で可決承認 

第７回理事会  平成２５年１２月７日 

（内 容）   第１号議案 エスポアール、教育センター指定管理選 

考結果の件 

審議の結果、全員一致で可決承認 

第２号議案 理事１名選任の件 

審議の結果、全員一致で可決承認 

第３号議案 職員期末手当支給の件 

審議の結果、全員一致で可決承認 

第４号議案 議事録署名人の選任の件 

審議の結果、全員一致で可決承認 

   第８回理事会  平成２６年１月３０日 

（内 容）   第１号議案 職員の副館長、主任昇格人事の件 

審議の結果、全員一致で可決承認 

 第５回理事会  平成２５年１０月１０日 
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第２号議案 議事録署名人の選任の件 

審議の結果、全員一致で可決承認 

   第９回理事会  平成２６年３月６日 

（内 容）   第１号議案 理事１名選考の件 

審議の結果、全員一致で可決承認 

第２号議案 議事録署名人の選任の件 

審議の結果、全員一致で可決承認 

第１０回理事会  平成２６年３月１６日 

   （内 容）   第１号議案 職員の所長、副所長、主任昇格人事の件 

審議の結果、全員一致で可決承認 

第２号議案 平成２５年度通常総会案件の件 

審議の結果、全員一致で可決承認 

第３号議案 議事録署名人の選任の件 

審議の結果、全員一致で可決承認 

 


