
 

令和3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3年4月1日～令和4年3月31日 

 

Ⅱ 事業の成果 

 今年度は、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、タンポポ芸術友の会」の「みんな違ってみんないい」の野外イベントに参加した。 

 特に研修事業では、大阪府地域福祉振興助成金により、吹田市後援の連続講座、勉強会を開催し、外

部からの保護者や支援者も含め、参加者は延べ 200 名を超えた。初めて吹田市外での開催を試みたり、

オンラインやオンデマンドでの参加を可能にするなど、時代のニーズに合った形で実施できたことは大

きな成果である。 

 また、ボランティア説明会を月1回から2回開催し、延べ39名が参加、うち31名が登録となり、ボ

ランティアの総数が大幅に増加した。 

 

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 施回数】 18回 

【事業の対象者】 自閉症、知的障がい者 

【収   入】 227,000円（参加費） 1,000円×227名 

【支   出】 122,105円 

諸謝金    19,000円 

旅費交通費  70,840円 

消耗品費    17,017円 

印刷費         2,620円 

食料品費       6030円 

雑費     6,598円 

  (2) 研修事業 

【内   容】 連続講座、勉強会 

【実 施 場 所】 メイシアターレセプションホール、千里山コミュニティセンター多目的ホール、

大阪府社会福祉会館 

【実施回数】 連続講座 8月から9月（全4回）  勉強会 10月から3月（全10回）  

【事業の対象者】 ボランティア、一般参加者 

【参  加  者】 延べ201名 

【収   入】  333,950 円（助成金 200,000 円、参加費 3,500 円×26 名（4 回分）+500 円

×97名） 



 

【支   出】  251,359円 

講師謝金   75,000円 

旅費交通費  51,420円 

消耗品費    6,684円 

会場費    52,010円 

印刷費     15,665円 

広告費     36,850円 

通信費     13,730円 

  (3) 社会貢献・参画事業 

【内   容】 タンポポ芸術友の会」「みんな違ってみんないい」 

【開催場 所】 千里南公園 

【開催日時】 3月26日（日）午前10時から午後4時 

【当法人からの参 加 者】 40名 

【収   入】  0円 

【支  出】  3，500円 

イベント出演料 3,500円 

  (4) その他 

【内   容】 ボランティア説明会 

【実 施 場 所】 ラコルタ、大阪府社会福祉会館、オンライン 

【実施回数】 18回 

【事業の対象者】 ボランティア希望者 

【参  加  者】 39名（うち31名が登録） 

【内   容】 運営委員会 

【場   所】 オンライン 

【実 施回数】 10回（セミナー会議1回、ネット会議4回、プロジェクト会議5回） 

【内   容】 ボランティアミーティング 

【場   所】 オンライン 

【実 施回数】 6回（活動内容の打ち合わせ等） 

 

  Ⅳ 社員総会の開催状況 

（１）通常総会  

【日  時】  令和3年5月9日（日）13時から13時45分まで 

【場  所】  大阪府吹田市佐竹台１－４－３－２０８ 理事長自宅 

 出席正会員数：15 名（うち委任状出席者数 5 名） 正会員総数 16 名 

【内  容】 

第１号議案  令和２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３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 新役員の選任の件 

審議の結果、全員一致で可決承認 

第４号議案 サービス利用規定及びボランティア規約の改正の件 

審議の結果、全員一致で可決承認 

第５号議案 運営委員会の設置及び運営委員会規約の制定の件 

審議の結果、全員一致で可決承認 

第６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 

(2)臨時総会 

【日  時】  令和3年10月24日（日）12時45分から13時15分まで   

【場  所】  大阪府吹田市津雲台１－２－１ ラコルタ会議室２・３                                                       

出席正会員数：12 名（うち委任状出席者数 2 名） 正会員総数 15 名 

第１号議案  定款変更の件  

審議の結果、全員一致で可決承認 

第２号議案  副理事長の辞任について（報告） 

副理事長 江面 智明氏から10月16日付で辞任届の提出があった旨報告 

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 

(3)臨時総会 

【日  時】  令和4年2月23日（水）9時から9時30分まで   

【場  所】  大阪府吹田市佐竹台１－４－３－５０５ 理事自宅 

出席正会員数：12名（うち委任状出席者数 3名） 正会員総数 16名 

第１号議案 定款変更申請の件 

審議の結果、全員一致で可決承認 

第２号議案 2022年度及び2023年度の事業計画書承認の件 

審議の結果、全員一致で可決承認 

第３号議案 2022年度及び2023年度の活動予算書承認の件 

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 

(4)臨時総会 

【日  時】  令和4年3月21日（月）12時から12時30分まで   

【場  所】  大阪府吹田市佐竹台１－４－３－５０５ 理事自宅 

出席正会員数：15名       正会員総数 15名 

第１号議案 新役員の選任の件 

理事 小森 淳子（再任）  理事 小黒 明日香（再任）  理事 宮本 隆（新任） 

理事 今枝 史雄（新任） 監事 田中 敏明（新任） 

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 



 

Ⅴ 理事会その他の役員会の開催状況 

（１）第1回理事会 

【日  時】  令和３年5月９日（日） 

【場  所】  大阪府吹田市佐竹台１－４－３－２０８ 理事長自宅 

【理事総数】  3名    【出席者数】  3名 

【内  容】 

第１号議案  理事長及び副理事長の選定の件 

理事長は互選により決定し、被選定者は、その就任を承諾した。 

理事長 田中 友梨  副理事長 小黒 明日香  副理事長 江面 智明 

 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 

 

（２）第2回理事会 

【日  時】  令和4年3月21日（月）12時30分から12時45分まで   

【場  所】  大阪府吹田市佐竹台１－４－３－５０５ 理事自宅 

【理事総数】 ４名    【出席者数】  ４名 

第１号議案 理事長及び副理事長の選定の件 

理事長は互選により決定し、被選定者は、その就任を承諾した。 

理事長 小森 淳子  副理事長 小黒 明日香   

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 

 


