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3. その他 

１) 他団体・組織との連携 

① 協賛・後援・協力など 

実施日 事業名 主催名 形態 

5 月 24 日（土） 

 

みんなでつくる春のバザー 

～ゆっくり歩こう 本当に大切なものを

見つけるために～ 

豊能障害者労働センター 後援 

5 月 17 日（土） 

8 月 30 日（土） 

箕面の森の音楽会 箕面の森の音楽会実行

委員会 

後援 

4 月 4 日（金） 

10:30～15:30 

ここまち ict Open Cafe シーエスエス(CSS) 後援 

8 月 10 日（日） 

10:00～16:00 

箕面発「防災ラジオドラマを作ろう」 

エントリー団体のワークショップ 

タッキー816 応援団 後援 

6 月 21 日（土） 

19：00～ 

Puppet&JugglingShow 

『じゃん・じゃが・じゃん！』 

（人形劇京芸） 

箕面おやこ劇場 後援 

12 月 20 日（土） 

14:00～ 

Tsunami ヴァイオリン 

－千の音色をつなぐ絆－プロジェクト 

東日本大震災復興 箕面チャリティコ

ンサート「人に音を、音に愛を」 

箕面 FM まちそだて株式

会社 

後援 

7 月 21 日（月・祝） 

12 月 7 日（日） 

3 月 15 日（日） 

11:00～ 

人形劇を楽しもう！ 

7/21 「おふろだいすき！」他 

12/7 「おなべとことこ」他 

3/15 「ビーンズドリーム」他 

箕面おやこ劇場 

 

後援 

8 月 30 日(土) 

14:00～15:30 

小学生のための実験教室 聖母被昇天学院 

中学校高等学校 

後援 

9 月 11 日（木） 

11 月 9（日）、13（木） 

映画「じんじん」上映会 映画「じんじん」を観る会 後援 

11 月 1 日（土） 

14:00～16:00 

みのおピースフェスタ 2014 講演 

「ものは言いよう、平和も言いよう」 

みのおピースフェスタ

2014 実行委員会 

後援 

11 月 15 日（土） 着物市 豊能障害者労働センター 後援 

11 月 9 日（日） 

13:30～16:00 

公開講座「社会的養護のもとに暮らす

子どもとともに」 

ひとつぶのたね 後援 

11 月 3 日（月・祝） 

19：00～ 

岡田健太郎のピアノ弾き語りコンサート

（岡田音楽事務所） 

箕面おやこ劇場 後援 

3 月 20 日(金) 

10:30～15:00 

ここまち ict Open Cafe シーエスエス(CSS) 後援 
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② 委員会等参画 

I. 箕面市関係 

《箕面市非営利公益市民活動促進委員会》         委員：須貝昭子 

 日 内容 

第 1 回 7月１１日（金） １ 事務局自己紹介 

２ 案件審議 

（1） 市民活動実態調査について 

（2） 平成26年度みのお市民活動支援金（前期募集分）の

交付決定状況について  

３ その他 

NP０との協働の事業について（平成25年度） 

第 2 回 3月18日（水） １ 案件審議 

（1） 市民活動実態調査の中間報告について 

（2） 平成26年度みのお市民活動支援金の交付決定状況に

ついて 

 

II. みどり助成金制度審査委員会                       審査員：須貝昭子 

2013 年度より、箕面市のまちなかのみどり支援事業運営会議の委員として審査員を務める。 

2014 年度は 10 月 17 日に 2014 年度秋の申請、3 月 26 日に 2015 年度春の申請の案件

について審査を行った。  担当課：みどりまちづくり部公園みどり課 

III. 箕面市社会福祉協議会関係 

《評議員会》                                   評議員：須貝昭子 

市民活動の中間支援組織であるNPO法人の立場で委員として出席。予算、事業計画、決

算、事業報告等の検討を行った。 

〈2014 年度開催日〉  5/27、11/27、3/25 

 

《ボランティアセンター運営委員会》                       委員：須貝昭子 

ボランティアセンター開催事業、ボランティアグループ協働企画、いきいき祭りなど、さまざ

まな事業の運営について話し合った。 

いきいき祭りの企画運営について、運営委員は実行委員として実行委員会にも参加した。 

〈2014 年度開催日〉 運営委員会 6/3、7/22、9/30、11/28、1/23、2/25 

いきいき祭り 3/14(土)10：00～16：00 会場：ライフプラザ 

 

《箕面市地域福祉推進委員会》                          委員：牧野紀之 

箕面市地域福祉活動計画及び箕面市地域福祉計画の円滑な推進を図ることを目的とし

て設置された委員会。前年度に続き、見直しのための計画の進捗や検証等について議論を

行った。 

〈2014 年度開催日〉  7/22、10/27（欠席）、3/20 



市民活動フォーラムみのお 「1 年のあゆみ」（2014 年度事業報告） 

- 33 - 

IV. 箕面市メイプル文化財団関係 

《理事会》                  理事：須貝昭子 

メイプル文化財団のホール運営、予算、事業計画、決算、事業報告など経営方針を話し合う。

当法人と同様に指定管理者制度の公募の年にあたり、次期指定管理者として申請採択された。 

〈2014 年度開催日〉  5/13、11/12、3/17 

 

《箕面芸術祭 組織委員会》            組織委員：須貝昭子 

チケット等の販売協力や、協賛団体として協力している。2014 年度は、第 10 回記念公演と

して、3 月 7、8 日の 2 ステージで「不思議の国のアリス」を開催した。 

〈2014 年度開催日〉  4/17、5/21、6/18、7/29、8/19、9/5（結団式）、9/25、10/16、 

 11/20、12/28、1/6、2 月欠席、3/8～9（本番） 

 

V. 大阪ボランティア協会関係 

《大阪ボランティア協会「評議員会」》           評議員：須貝昭子 

（社福）大阪ボランティア協会の評議員として、予算、事業計画、決算、事業報告等の検討

を行った。大阪ボランティア協会は、2013 年度から谷町に新拠点「市民活動スクエア

CANVAS谷町」をオープンして 1 年を経過し、新たな運営を展開している。 

〈2014 年度開催日〉 5/26、11/17、3/23 

 

VI. タッキー816 みのおエフエム関係 

《タッキー816 みのおエフエム「番組審議会」》         委員：須貝昭子 

タッキー816 みのおエフエムの審議員として、番組の視聴や意見交換などを行った。 

また、東日本大震災を機に審議委員の中から有志で結成した「タッキー816 応援団」と協働

で、防災ラジオドラマの作成、収録や放送など行い、当法人の 3 月復興支援イベントにサテラ

イトスタジオを設置して、当日のライブと防災ラジオドラマの放送を行った。 

〈2014 年度開催日〉 4/22、6/23、8 月欠席、12/22、2/23 

《防災ラジオドラマ作成》 

 2014 年度支援金に申請交付された事業「防災ラジオドラ

マを作ろう」に、市民活動センタースタッフとして応募した。 

◎テーマ：「震災発生後の市民活動センターの役割」 

5 人のスタッフに加えサポーターとして小林さん（箕面六中 1

年生）、須知さん（元劇団すずしろ）、原さん（ナルクみのお）の

3 人の協力を得て、2 月 9 日にタッキー816 スタジオで収録。 

参加 20 団体及び東小学校では授業の一環で参加があり、3 月から随時放送された。 
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VII. 箕面FMまちそだて㈱関係 

《「箕面にぎわいフォーラム」》                           担当：松木亮 

まちづくり事業として活動している箕面FMまちそだて㈱のTMO推進の企画・意見交換の場に

参画。市民活動の情報提供を含めて、まちづくりの視点で連携した。 

〈2014 年度開催日〉 毎月第 2 火曜日 （2 月をのぞく１１回） 

 

VIII. 地区防災関係 

《萱野小地区防災委員会》                            担当：須貝昭子 

2012 年より、萱野小地区の公共施設運営団体として参加。2014 年度は、1 月 17 日の訓

練日が初めて土曜日開催となるため、各自治会での安否確認及び地区防災委員会での情

報集約等に加えて、倉庫の備蓄点検、炊き出し訓練、震度体験等のイベントを開催した。 

日 回数 内 容 

6月30日（月） 第1回 【案件】案件 1 平成 26 年（2014 年）度の体制について 

      案件2 案件平成27年1月17日全市一斉防災訓練について 

      案件 3 萱野小学校備蓄倉庫の備品点検について 

12月10日（水） 第2回 【案件】案件 1 全市一斉総合防災訓練に向けて 

1月17日（土） 防災 

訓練 
萱野小学校にて、午前 9 時より市一斉の防災訓練で萱野小グラウンド

に集合し、各エリアの防災体験等を行う。 

 

IX. 箕面東高校関係                                委員：須貝昭子 

外部講師として、社会福祉入門事業を引き受けている関係で、箕面東高校の地域関係組織として 

大阪府教育委員会から委嘱を受け委員として出席し、学校経営計画や学校運営に関して協議して

いる。 

《学校協議会》 

日 回数 内 容 

6月21日（土） 第1回 【協議】1．重点目標と取組について 

      2．エンパワメントスクールへの再編整備について 

11月8日（土） 第2回 【協議】1．学校経営計画の取組について 

2月7日（土） 第3回 【協議】1．学校経営計画及び学校評価 

      2．学校教育自己診断アンケート結果 

      3．平成 27 年度学校経営計画及び学校評価案について 
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２) 組織運営 

① 総会 

日 種類 内 容 

5月18日（日） 通常 

総会 
【議案】第 1 号議案   2013 年度事業報告の件 

第 2 号議案   2013 年度決算承認の件 

第 3 号議案   2014 年度事業計画（案）承認の件 

第 4 号議案   2014 年度収支予算（案）承認の件 

第 5 号議案   任期満了に伴う役員選任の件 

第 6 号議案   法改正に伴う定款変更の件 

社員総数 88 人 出席者数 55 人（委任状提出 26 を含む） 

7月28日（月） 臨時 

総会 
【議案】第 1 号議案   2013 年度 修正決算（案）承認の件 

第 2 号議案   2014 年度 修正予算（案）承認の件 

社員総数 82 人 出席者数 55 人（書面表決 26、委任状提出 15 を含む） 

 

② 理事会 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

日 回数 内 容 

5月9日（金） 第1回 【議案事項】・第 1 号議案  2013 年度決算(案) 

・第 2 号議案  2014 年度事業計画(案) 

・第 3 号議案  2014 年度予算(案)※暫定予算 

・第 4 号議案  新たな理事の選任の件 

・第 5 号議案  法改正に伴う定款変更の件 

5月18日（日） 第2回 【議案事項】・第 1 号議案  2013 年度事業報告（案） 

・第 2 号議案  2013 年度決算（案） 

6月17日（火） 第3回 

 

【議案事項】・第 1 号議案  2013 年度修正決算（案） 

・第 2 号議案  2014 年度修正予算（案） 

7月14日（月） 第4回 【議案事項】・第 1 号議案  理事長、副理事長選任の件 

・第 2 号議案  2013 年度 修正決算（案） 

・第 3 号議案  2014 年度 修正予算（案） 

【検討事項】・臨時総会の日程 

9月24日（水） 第5回 【議案事項】・会計処理の改善経過報告 

【報告事項】・指定管理者公募の報告 

11月26日（水） 

 

第6回 【議案事項】・総会日程 

【報告事項】・指定管理者公募の報告 

1月16日（金） 

 

第7回 【検討事項】・指定管理者第 3 期に向けて、5 年間の方針についての意

見交換 

2月25日（水） 

 

第8回 【検討事項】・指定管理者外部評価アンケートについて 

・証明書発行業務の準備経過報告 

・来年度に向けて検討すべき事業について 

3月24日（火） 

 

第9回 【検討事項】・総会当日の催しについて 

・来年度事業計画及び予算案の検討について 

・調査研究事業「市民活動実態調査アンケート」中間報告

について 
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③ 協働会議 

毎月１回のペースで、市民活動促進課と協働会議を開催。会場は、センターもしくは市役所の

会議スペースを相互に提供。センター事業、施設管理業務を中心に協議、報告、情報交換等を

行っている。 
 

④ スタッフ会議、事務局会議 

事務局運営のため、専従スタッフが参加するスタッフ会議を毎週水曜日、非常勤スタッフも含め

た事務局スタッフ全員が参加する事務局会議を隔週の水曜日中心に開催している。スタッフ会議

では主に事業企画・実施に係る協議、共有事項、相談対応の共有などを行い、事務局会議では

主に事業進捗状況の確認や共有、施設管理・受付に関わる対応の協議・共有などを行っている。 

 

 

３) 報道採録 

掲載・放送日 媒体 内容 

5 月 17 日（土） タッキー816 みのおFMブログ 学生ソーシャル広報チーム“promo” 
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