
 

令和2年度事業報告書 

 
NPO法人 ワイワイセッション 

 

Ⅰ 事業期間 

令和2年4月1日～令和3年3月31日 

 

Ⅱ 事業の成果 

 今年度は新型コロナウイルス感染拡大の影響を大きく受けたが、感染防止対策を徹底し、余暇活動促

進事業及び研修事業を実施した。社会貢献・参画事業については、施設訪問等が厳しい情勢であったた

め、実施を見送った。また、保護者のニーズに関するアンケート調査の実施や、ホームページのリニュ

ーアルを行った。 

 厳しい情勢下にも関わらず、市報や KV ネットでの広報、ボランティア説明会の開催により、新規の

ボランティアやメンバーの獲得に繋がったことは大きな成果である。一方で、特にボランティア総数の

減少は免れず、今後更に法人の周知及び事業に携わる人材の層を厚くすることが課題である。 

 

Ⅲ 事業の実施状況 

 １ 特定非営利活動に係る事業 

  (1) 余暇活動促進事業 

【内   容】 音楽活動、レクリエーション、季節を感じる活動 

【実 施 場 所】 南千里地区公民館 

【実 施 日 時】 6/28 7/12 8/23 9/13 10/11 11/8 3/28 

【事業の対象者】 自閉症、知的障がい者 

【収   入】 67,000円（参加費） 1,000円×67名 

【支   出】 28,426円 

諸謝金    5,000円（1,000円×5回） 

旅費交通費  2,360円 

消耗品費   13,536円 

備品購入費  4,980円 

会議費      0円 

会場費      0円 

印刷費      0円 

雑費     2,550円 

  (2) 研修事業 

【内   容】 第1回 「活動でボランティアが得られること」 

【実 施 場 所】 第1回 吹田市市民公益活動センター 会議室 

【実 施 日 時】 10/18  

【事業の対象者】 ボランティア 

【参  加  者】 第1回 6名  

【収   入】  0円 



 

【支   出】  2,390円 

旅費交通費  1,280円 

消耗品費    110円 

会場費    1,000円 

  (3) その他 

【内   容】 ボランティア説明会 

【実 施 場 所】 南千里地区公民館 視聴覚室 

【実 施 日 時】 6/28 7/12 3/28 

【事業の対象者】 ボランティア希望者 

【参  加  者】 第1回 3名 第2回 1名 第3回 5名 

【内   容】 ボランティアミーティング 

【場   所】 オンライン 

【実 施 日 時】 1/31 2/28  

【構 成 員】 ボランティア 

【参 加 者】 第1回 6名 第2回 6名  

 

Ⅳ 社員総会の開催状況 

通常総会  

【日  時】  令和2年5月24日（日）11時から11時30分 

【場  所】  大阪府吹田市佐竹台１－４－３－２０８ 理事長自宅 

【社員総数】  14名 

【出席者数】  14名 

【内  容】 

第１号議案  令和元年度事業報告及び活動決算承認の件  

審議の結果、全員一致で可決承認 

第２号議案  令和2年度事業計画及び活動予算の件 

審議の結果、全員一致で可決承認 

第３号議案  役員の再任の件 

審議の結果、全員一致で可決承認 

第４号議案  活動の再開時期と再会方法の件（新型コロナウイルス関連議案） 

審議の結果、全員一致で可決承認 

第５号議案  議事録署名人の選任の件 

審議の結果、全員一致で可決承認 

 

Ⅴ 理事会その他の役員会の開催状況 

第1回理事会 

【日  時】  令和2年5月5日（火） 

【場  所】  理事長自宅 

【理事総数】  3名 

【出席者数】  3名 



 

【内  容】 

第１号議案  総会の流れについて（確認） 

第２号議案  活動再開時期と再会要件について（継続審議） 

第３号議案  会費の徴収時期について（確定） 

第４号議案  助成金の手続きについて（継続） 

第2回理事会 

【日  時】  令和2年8月16日（日） 

【場  所】  理事長自宅 

【理事総数】  3名 

【出席者数】  3名 

【内  容】 

第１号議案  コロナ禍における活動継続の考え方について（確認） 

第２号議案  事務スタッフへの依頼内容について（確認） 

第３号議案  地域支援事業ニーズに関するアンケートについて（進捗報告） 

第４号議案  写真・ビデオ・動画等の撮影について（規定作成） 

第５号議案  今年度の助成金について（進捗報告） 

第６号議案  レンタルサーバーについて（進捗報告） 

第3回理事会 

【日  時】  令和2年12月6日（日） 

【場  所】  理事長自宅 

【理事総数】  3名 

【出席者数】  3名 

【内  容】 

第１号議案  法人のビジョン、ミッション、バリューについて（継続審議） 

第２号議案  今後の方向性について（継続審議） 

第３号議案  今後のスケジュールについて（確認） 

第４号議案  来年度の事業計画について（継続審議） 

第５号議案  人材活用について（継続審議） 

第4回理事会 

【日  時】  令和3年1月17日（日） 

【場  所】  理事長自宅 

【理事総数】  3名 

【出席者数】  2名 

【内  容】 

第１号議案  法人のビジョン、ミッション、バリューについて（継続審議） 

第２号議案  ホームページ・広報について（進捗確認） 

第３号議案  来年度事業計画について（継続審議） 

第４号議案  来年度以降の交通費、謝礼等について（サービス利用規定及びボランティア規 

約を一部改正する方向で検討） 

第５号議案  来年度の助成金について（検討） 



 

第６号議案  運営委員会の設置について（運営委員会規約を策定） 

 

第5回理事会 

【日  時】  令和3年2月21日（日） 

【場  所】  理事長自宅 

【理事総数】  3名 

【出席者数】  2名 

【内  容】 

第１号議案  ホームページ・広報について（進捗確認） 

第２号議案  来年度の連続講座＆勉強会について（進捗確認） 

第３号議案  規約等の変更について（総会提出案確定） 

第４号議案  運営委員会設置について（総会提出案確定） 

第５号議案  入会申込書等について（修正検討） 

 

第6回理事会 

【日  時】  令和3年3月21日（日） 

【場  所】  理事長自宅 

【理事総数】  3名 

【出席者数】  2名 

【内  容】 

第１号議案  ホームページ・広報について（進捗確認） 

第２号議案  来年度の連続講座＆勉強会について（進捗確認） 

第３号議案  来年度の八尾市での活動、個人セッションについて（検討） 

第４号議案  運営委員会の運用について（継続審議） 

第５号議案  総会資料について（検討） 

 


