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翌 年 度 事 業 計 画 書  

  令和 ３年 ４月 １日から 令和 ４年 ３月３１日まで    

                                       ＮＰＯ法人つながるいのち 

  

 

Ⅰ 事業の実施方針 

翌年度は、設立初年度に基盤づくりをした社会貢献活動が地域や人にしだいに根付いていき、初年度

よりもより多くのグループとの協働によって、さらに支えあい、助けあえる拠点となっていくことを目

指す。一緒にやれるスタッフの充実をはかりながら、初年度に十分にできなかったこと、やり残した事

業に対しても、課題を分析しながら積極的に取り組んでいく。 

 

 

 

 Ⅱ 事業の実施に関する事項 

   (1) 学校、子どもの支援事業 

   【内  容】   ピア・サポート研修会 いじめ・不登校をなくす集団作り 

   【実施場所】  大阪府豊中市本町 7 丁目 4 番 23 号（北大阪生涯学習ホール）  

   【実施日時】       ７月・１２月 

   【事業の対象者】 児童・生徒・学生・保護者・教員・教育関係者 

   【収  益】   100,000円 参加費＠4,000円（２回）×25人 

   【費  用】    63,000円 講師料（交通費込）60,000円（２回） 

 チラシ・通信費 3,000円 

 

【内  容】   授業の指導力向上講座  道徳以外の科目においても授業力や人間力を養う 

   【実施場所】   大阪府豊中市本町 7 丁目 4 番 23 号（北大阪生涯学習ホール）  

   【実施日時】       年４回 

   【事業の対象者】 教員・教育関係者 

   【実施日時】       年４回 

   【収  益】   100,000円 参加費＠4,000円（4回）×25名 

   【費  用】   123,000円 講師料（交通費込）120,000円（４回） 

 チラシ・通信費 3,000円 

 

【内  容】   将棋教室 子供の感性と考える力を養う 

   【実施場所】   大阪府豊中市本町 7 丁目 4 番 23 号（北大阪生涯学習ホール）  

   【実施日時】       年に10回 

   【事業の対象者】 児童・生徒・学生、一般市民 

   【収  益】   200,000円 参加費＠10,000円（10回）×20名 

   【費  用】   443,000円 講師料（交通費込）440,000円（10回） 

 チラシ・通信費 3,000円 
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【内  容】   ダンス教室 発達障害（児）者対する機能訓練 

   【実施場所】   大阪府豊中市本町 7 丁目 4 番 23 号（北大阪生涯学習ホール）  

   【実施日時】       年間15回 

   【事業の対象者】 児童や生徒（発達障害者・児を含む） 

   【収  益】   300,000円 参加費＠15,000円（15回）×20名 

【費  用】    33,000円 講師料（交通費込）30,000円（15回） 

チラシ・通信費 3,000円 

 

 

【内  容】   ギフテッド塾 子供の個性と能力を伸ばす 

   【実施場所】   大阪府豊中市本町 7 丁目 4 番 23 号（北大阪生涯学習ホール）  

   【実施日時】       毎週１回土曜の午後 

   【事業の対象者】 児童・生徒・学生 

   【収  益】   480,000円 参加費＠24,000（年間）×20名 

【費  用】   195,000円 スタッフ謝礼 192,000円（年間）チラシ・通信費 3,000円 

 

【内  容】   教育相談のネットワーク作り 教師・子どもの相談をデジタル化する 

   【実施場所】   大阪府豊中市本町 7 丁目 4 番 23 号（北大阪生涯学習ホール）  

   【実施日時】       年間を通じて 

   【事業の対象者】 教員・教育関係者・保護者・一般市民 

   【収  益】       0円  

【費  用】   120,000円 交通宿泊費 （宿泊施設・交通手配等モラロジー研究所と連携） 

 

 

   (2) 一般の人を対象としたいのちのつながりに関する事業 

 

【内  容】   体操・ヨガ教室 一般市民に対する機能訓練 

   【実施場所】   大阪府豊中市本町 7 丁目 4 番 23 号（北大阪生涯学習ホール）  

   【実施日時】       年間10回 

   【事業の対象者】 一般市民  

【収  益】   200,000円 参加費＠10,000円（10回）×20名  

【費  用】   123,000円 講師料（交通費込）120,000円（10回） 

 チラシ・通信費 3,000円 

 

    【内  容】   講演 「二宮金次郎の幸福論」 講師：中桐万里子 

   【実施場所】   大阪府豊中市本町 7 丁目 4 番 23 号（北大阪生涯学習ホール）  

   【実施日時】       年１回 

   【事業の対象者】 一般市民 

   【収  益】   30,000円 参加費＠500円×60人 

   【費  用】   35,000円 講師料（交通費込） 32,000円 チラシ・通信費 3,000円 
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  【内  容】   講演 「本当の学力とは何か？」講師：志水宏吉 

   【実施場所】   大阪府豊中市本町 7 丁目 4 番 23 号（北大阪生涯学習ホール）  

   【実施日時】       年１回 

   【事業の対象者】 一般市民・教員・教育者・ 

   【収  益】   30,000円 参加費＠500円×60人 

   【費  用】   35,000円 講師料（交通費込）32,000円 チラシ・通信費 3,000円 

 

 

【内  容】   講演 「教育と医療」講師：木野稔 伊藤壽記 正岡徹 

   【実施場所】   大阪府豊中市本町 7 丁目 4 番 23 号（北大阪生涯学習ホール）  

   【実施日時】       年３回 

   【事業の対象者】 一般市民・教員・教育者・医療従事者 

   【収  益】   90,000円 参加費＠500円×60人×3回 

   【費  用】   99,000円 講師料（交通費込）96,000円 チラシ・通信費 3,000円 

 

【内  容】   講演 「しまじろうの教育相談」講師：水野次郎 

   【実施場所】   大阪府豊中市本町 7 丁目 4 番 23 号（北大阪生涯学習ホール）  

   【実施日時】       年１回 

   【事業の対象者】 一般市民 

   【収  益】   60,000円 参加費＠1,000円×60人 

   【費  用】   33,000円 講師料（交通費込） 30,000円 チラシ・通信費 3,000円 

 

【内  容】   落語 「いのちの落語」 講師：桂春蝶 

   【実施場所】   大阪府豊中市本町 7 丁目 4 番 23 号（北大阪生涯学習ホール）  

   【実施日時】       年３回 

   【事業の対象者】 一般市民 

   【収  益】   360,000円 参加費＠2,000円×60人×3回 

   【費  用】   303,000円 講師料（交通費込）300,000円 チラシ・通信費 3,000円 

 

【内  容】   朗読会と歌 「パパの柿の木＆茜空」 

   【実施場所】   大阪府豊中市本町 7 丁目 4 番 23 号（北大阪生涯学習ホール）  

   【実施日時】       年１回 

   【事業の対象者】 一般市民・児童・生徒・学生 

   【収  益】   10,000円 参加費＠500円×20人 

   【費  用】   23,000円 講師料（交通費込） 20,000円 チラシ・通信費 3,000円 

 

 

（3）生命の救済に関わる支援事業 

【内  容】   救命講習 豊中市消防署の協力を得て 

   【実施場所】   大阪府豊中市本町 7 丁目 4 番 23 号（北大阪生涯学習ホール）  

   【実施日時】       年に１回 

   【事業の対象者】 一般市民 

   【収  益】   10,000円 参加費＠500円×20人 

   【費  用】    3,000円  チラシ・通信料 （その他、施設関連費用＊下記Ⅲ参照） 
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【内  容】   献血・骨髄バンク支援（赤十字血液センターと提携した啓発活動） 

   【実施場所】   駅前、市役所など 

   【実施日時】       月に1～2回 

   【事業の対象者】 一般市民 

   【収  益】   0円 

   【費  用】   70,000円 赤十字センターへの寄付 60,000円 チラシ・通信料10,000円 

 

 

Ⅲすべての事業に共通し必要となる費用  

 

１．施設にかかる費用―北大阪生涯学習ホールの使用部分を面積で按分  

（全体面積  486 ㎡  法人事務所 14 ㎡  ） 

【費  用】   家賃    323,400円/年   警備費（施設防犯システム） 90,717円 / 年 

         光熱費   58,000円/年  保険料（施設火災・地震保険）76,494円 /年  

 

2. 人件費―体制・労働時間で按分 

【費  用】  人件費408,000円 内訳 アルバイト 19,2000円  

事務局員（全労働時間の9割） 216,000円  

 

 

   

 

 

 

 

 


