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令和元年度事業報告書 

 

特定非営利活動法人５－ＣＨＡ 

 

1. 事業実施の概略 

特定非営利活動法人５－ＣＨＡは、（１）発達障害など発達やコミュニケーションに課

題を抱える児童を含む１８歳以下の児童に対して、スポーツや文化活動などを共に行う

機会を提供することで、安城市および近隣地域における地域福祉の一層の充実とソーシ

ャル・インクルージョンの醸成に寄与すること、（２）障害児・者を扶養する保護者や家

族、支援者と、各種イベントや交流会を通じて交流を行い、障害児・者に対しての理解

の貢献に寄与すること、（３）コミュニケーションに課題を抱えているために社会参加が

難しい児・者および受け入れ側の会社・団体に対して、両者の課題解決をする活動を行

い、助け合う社会の醸成と地域活力の増進に寄与することを目的とし、次の事業を実施

した。 

具体的には、本法人の定款第５条第１項第１号①スポーツ・文化活動事業として、フ

ットサル、ダンス、エクササイズ、美術、音楽、プログラミングの講座ならびに宿泊体

験の実施、同第１号②保護者等交流事業事業として保護者向け交流会や勉強会の実施、

同第１号③発達障害等啓発事業として地域のイベント出展およびセミナーを実施、同第

１号④引きこもり・不登校児対応事業として地域のイベントへ参加、ならびに同第１号

⑤社会参加支援事業として職業体験イベントを実施した。 

 

2. 事業の実施に関する事項 

(1) 特定非営利活動に係る事業 

① スポーツ・文化活動事業 

ア. 事業内容 

発達障害、グレーゾーンなど発達やコミュニケーションに課題を抱える児童を主

な対象に、成功体験と失敗克服体験による自己肯定感の醸成、仲間との交流によ

る他者との関わり方の体験等を楽しみながら行うことを目的として、フットサル、

ダンス、エクササイズ、美術、音楽、プログラミングの６つの定期講座ならびに

宿泊体験活動を実施した。 
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イ. 開催日時・場所・講師・従事者・参加者 

(ア) 定期講座 

平成３１年４月 1 日から令和２年３月２８日まで、計１４０日間 

① フットサル 

1. 日付 

平成３１（令和元）年：４月１１日（木），４月２５日（木），５月９日（木），

５月２３日（木），６月１３日（木），７月４日（木），８月１日（木），８

月８日（木），８月２２日（木），９月５日（木），９月１２日（木），９月

２６日（木），１０月１０日（木），１０月３１日（木），１１月１４日（木），

１１月２８日（木），１２月１２日（木） 

令和２年：１月９日（木），１月２３日（木），２月１３日（木），２月２０

日（木），２月２７日（木），３月５日（木），３月１９日（木） 

                            計２４日 

2. 時間 

１９：００〜２１：００ 

3. 場所 

安城市陸上競技場（総合運動公園内）：安城市新田町新定山４１番地８ 

4. 講師 

今和博（ＪＯＡＮスポーツクラブ）、太田崇（本法人の理事）、松谷章徳（本

法人の理事） 

5. 従事者 

ボランティアスタッフ１〜２名（児童の支援） 

6. 参加者 

述べ 198 名（小学生、中学生） 

 

② ダンス 

1. 日付 

平成３１（令和元）年：４月１３日（土），４月２０日（土），５月１１日

（土），５月２５日（土），６月８日（土），６月２２日（土），７月６日（土），

７月１３日（土），８月１０日（土），８月３１日（土），９月２１日（土），

１０月５日（土），１０月１９日（土），１０月２６日（土），１１月２３日

（土），１２月７日（土） 
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令和２年：１月１８日（土），２月８日（土），２月１５日（土），２月２１

日（金），２月２９日（土），３月７日（土），３月１４日（土）（※），３月

２１日（土）（※） 

                            計２４日 

2. 時間 

１８：００〜１９：００ （※１８：４0〜19：4０） 

3. 場所 

くすの木ハウス（コープ安城よこやま内）：安城市横山町浜畔上８１ 

（※まなびの杜（バロー安城店２階）：安城市篠目町１丁目１１－１７） 

4. 講師 

杉江利紗（ダンスクラブＪＪ） 

5. 従事者 

ボランティアスタッフ１〜２名（児童の支援、写真撮影等） 

6. 参加者 

述べ１０２名（小学生、中学生） 

 

③ エクササイズ 

1. 日付 

平成３１（令和元）年：４月９日（火），４月２３日（火），５月１４日（火），

５月２８日（火），６月１１日（火），６月２５日（火），７月９日（火），

７月２３日（火），８月６日（火），８月２０日（火），９月１０日（火），

９月２４日（火），１０月８日（火），１０月２９日（火），１１月５日（火），

１１月２６日（火），１２月１０日（火），１２月２４日（火） 

令和２年：１月１４日（火），１月２８日（火），２月４日（火），２月２５

日（火），３月３日（火），３月１７日（火） 

                            計２４日 

2. 時間 

２０：００〜２１：００ 

3. 場所 

安城市総合福祉センター 多目的ホール：安城市赤松町大北７８番地１ 

4. 講師 

戸塚聖（ＳＵＺＵＫＩ ＨＥＡＬＴＨ ＰＬＡＮＮＩＮＧ），高木雄規（Ｓ



 4 

ＵＺＵＫＩ ＨＥＡＬＴＨ ＰＬＡＮＮＩＮＧ） 

5. 従事者 

ボランティアスタッフ１名（児童の支援、写真撮影等） 

6. 参加者 

述べ１１８名（小学生、中学生） 

 

④ 美術 

1. 日付 

平成３１（令和元）年：４月１０日（水），４月２４日（水），５月１５日

（水），５月２９日（水），６月５日（水），６月１９日（水），７月３日（水），

７月１７日（水），８月７日（水），８月２１日（水），９月４日（水），９

月１８日（水），１０月２日（水），１０月１６日（水），１１月６日（水），

１１月２０日（水），１２月４日（水） 

令和２年：１月８日（水），２月２２日（水），２月５日（水），２月１９日

（水），２月２６日（水），３月４日（水），３月１８日（水） 

                            計２４日 

2. 時間 

１９：００〜２０：３０ 

3. 場所 

安城市総合福祉センター 創作軽作業室：安城市赤松町大北７８番地１ 

4. 講師 

早川尚絵（アトリエユメノキチ）、早川隆司（アトリエユメノキチ） 

5. 従事者 

ボランティアスタッフ１〜３名（児童の支援、写真撮影等） 

6. 参加者 

述べ２３３名（小学生、中学生） 

 

⑤ 音楽 

1. 日付 

平成３１（令和元）年：４月８日（月），４月２２日（月），５月１３日（月），

５月２７日（月），６月３日（月），６月１７日（月），７月１日（月），７

月２２日（月），８月５日（月），８月１９日（月），９月２日（月），９月
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３０日（月），１０月７日（月），１０月２１日（月），１１月１１日（月），

１１月２５日（月），１２月２日（月），１２月１６日（月） 

令和２年：１月６日（月），１月２０日（月），２月３日（月），２月１７日

（月），３月２日（月），３月１６日（月） 

                            計２４日 

2. 時間 

１９：００〜２０：３０ 

3. 場所 

コミュニティスペースさいえん：安城市桜井町薬師田４６－１ 

4. 講師 

及川高志（本法人の理事） 

5. 従事者 

ボランティアスタッフ２〜３名（児童の支援、写真撮影等） 

6. 参加者 

述べ１３９名（小学生、中学生） 

 

⑥ プログラミング 

1. 日付 

平成３１（令和元）年：４月１４日（日），４月２８日（日），５月１２日

（日），５月１９日（日），６月２日（日），６月９日（日）（※），７月７日

（日），７月２１日（日），８月４日（日），８月２５日（日），９月８日（日），

９月２９日（日），１０月６日（日），１０月２０日（日），１１月１０日

（日），１１月３０日（土），１２月８日（日），１２月１５日（日） 

令和２年：１月１９日（日），１月２６日（日），２月２日（日），２月１６

日（日），３月１日（日），３月１５日（日） 

                            計２４日 

2. 時間 

１４：００〜１５：３０ （※１０：３０〜１２：００） 

3. 場所 

伊與田塾：安城市南町５－６０ 第１７東海ビル２Ｆ－Ｂ 

4. 講師 

伊與田一成（伊與田塾塾長） 
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5. 従事者 

ボランティアスタッフ１〜２名（児童の支援、写真撮影等） 

6. 参加者 

述べ１０８名（小学生、中学生） 

 

(イ) 体験活動 

① 宿泊体験 

1. 日程 

令和元年８月３１日（土）〜９月１日（日）：２日間 

2. 場所 

日間賀島民家（知多郡南知多町大字日間賀島新井浜） 

3. 従事者 

引率者：須場康貴（本法人の理事長）、太田崇（本法人の理事）、須場庸子

（本法人の理事） 

4. 参加者 

小中学生８名 

 

ウ. 収益 

１，９７０，０５０円 

（内訳） 

 受取会費      １００，０００円 

 月謝・体験費 １，８７０，０５０円 

 

エ. 費用 

１，６０８，５０８円 

（内訳） 

 講師謝金 ２１２，０００円 

 広告宣伝費  ７０，３５７円 

 会議費   １，０３０円 

 旅費交通費  ２３，４６０円 

 消耗品  ８１，８８５円 

 賃借料 ３１３，２１０円 
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 保険料  ５１，１００円 

 支払手数料  ７３，８５０円 

 外注費 ６７０，４５０円 

 保守料      ９０，７１６円 

 接待交際費  ２０，４５０円 

 

② 保護者等交流事業 

ア. 事業内容 

発達やコミュニケーションに課題を抱える子どもや家庭の教育、療育を効果的に

促進し、当事者・家族・支援者の心身の健康を保つため、保護者や支援者等に対

し、悩みや不安を共有しあえる場として交流会を開催した。また、子どもの特性

や関わり方等のセミナー、勉強会を開催した。 

イ. 交流会 

(ア) 内容 

おもに発達やコミュニケーションに課題を抱える子どもの保護者に対し、同じ

ような悩みを持つ保護者同士での交流会を開催した。 

(イ) 開催日時 

平成３１（令和元）年：６月５日（水），６月１９日（水），７月３日（水），

７月１７日（水），８月７日（水），８月２１日（水），９月４日（水），９月

１８日（水），１０月２日（水），１０月１６日（水），１１月６日（水），１

１月２０日（水），１２月４日（水） 

令和２年：１月８日（水），２月２２日（水），２月５日（水），２月１９日

（水），２月２６日（水），３月４日（水），３月１８日（水） 

                              計 20 回 

時間 １９：００〜２０：３０ 

(ウ) 場所 

安城市総合福祉センター 日常生活訓練室：安城市赤松町大北７８番地１ 

(エ) 従事者 

須場康貴（当法人の理事長） 

(オ) 参加者 

保護者 述べ 70 名 

(カ) 収益 
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０円 

(キ) 費用 

１６，４４０円 

（内訳）賃借料 １６，４４０円 

 

ウ. セミナー 

(ア) 内容 

発達やコミュニケーションに課題を抱える子どもの保護者向けに、子育ての不

安を少しでも楽にし、前向きに取り組めるようにしていくためのセミナーを行

った。 

令和元年度安城市市民企画講座「パパ・ママ塾 発達が気になる子のしあわせ

子育て（全 4 回）」 

(イ) 開催日時 

第１回：令和元年１０月 ６日（日）１０：００〜１１：３０ 

第２回：令和元年１０月２０日（日）１０：００〜１１：３０ 

第３回：令和元年１１月 ３日（日）１０：００〜１１：３０ 

第４回：令和元年１１月１０日（日）１０：００〜１１：３０ 

(ウ) 場所 

安城市文化センター 講座室 ：安城市桜町 17-11 

(エ) 従事者 

須場康貴（当法人の理事長） 

(オ) 参加者 

保護者 述べ 16 名 

(カ) 収益 

２４，０００円 

（内訳）講師料 ２４，０００円 

(キ) 費用 

１，２１０円 

（内訳）消耗品  １，２１０円 

エ. 勉強会 

(ア) 内容 

発達やコミュニケーションに課題のある子どもの保護者、支援者、教職員向け
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に具体的な支援方法や関わり方の勉強会を実施した。 

(イ) 開催日時 

令和元年： ８月２５日（日）１９：００〜２０：３０ 

      ９月１５日（日）１９：００〜２０：３０ 

     １０月２７日（日）１９：００〜２０：３０ 

     １１月２４日（日）１０：００〜１１：３０ 

     １２月２２日（日）１０：００〜１１：３０ 

令和２年： １月２６日（日）１０：００〜１１：３０ 

      ２月２３日（日）１０：００〜１１：３０ 

      ３月２２日（日）１０：００〜１１：３０ 

(ウ) 場所 

安城市民交流センター：安城市大東町１１−３ 

(エ) 従事者 

須場康貴（当法人の理事長） 

(オ) 参加者 

保護者・支援者・教職員 述べ ２５名 

(カ) 収益 

３７，５００円 

（内訳）参加費 １，５００円×２５名 

(キ) 費用 

２，６３３円 

（内訳）託児用品 １，２１０円 茶菓子代 １，４２３円 

オ. その他 

(ア) 内容 

保護者・支援者等の支援力充実化のためのセミナーやペアレントプログラムの

企画、講演打ち合わせ等を実施。 

(イ) 収益 

０円 

(ウ) 費用 

２４，２５３円 

（内訳）会議費    ５８３円 手土産代 ７８０円 

    交通費 ２１，９８０円 運搬費 ９１０円 
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③ 発達障害等啓発事業 

ア. イベント出展 

(ア) つながりを広げようカンファレンス２０１９ 

① 日付：令和元年６月８日（土） 

② 場所：名古屋国際学園（名古屋市守山区大字中志段味南原２６８６） 

③ 概要：「発達障害児の自立と社会参加に向けた取り組み」と題し、本法人の活

動をＰＲした。 

(イ) あんステップまつり 

① 日付：令和元年７月２０日（日） 

② 場所：安城市発達支援センター（安城市城南町２－１０－３） 

③ 概要：子どもを対象に紙コップでのあそびを提供した。 

(ウ) イオンモール熱田 朔日市 

① 日付：令和元年８月１日（木）１５：００〜１５：３０ 

② 場所：イオンモール熱田（名古屋市熱田区六野１－２－１１） 

③ 概要：ダンス講座のメンバーによるダンス披露をおこなった。 

(エ) 安城七夕まつり ＴＡＮＡＢＡＴＡ Ｂａｎｄ Ｆｅｓｔｉｖａｌ 

① 日付：令和元年８月３日（土）１７：３０〜１８：００ 

② 場所：アンフォーレ（安城市御幸本町１２番１号） 

③ 概要：音楽講座のメンバーによるバンド演奏をおこなった。 

(オ) 安城子ども音楽フェスタ 

① 日付：令和元年８月２５日（日）１５：３５〜１６：００ 

② 場所：アンフォーレ（安城市御幸本町１２番１号） 

③ 概要：音楽講座のメンバーによるバンド演奏をおこなった。 

(カ) 安城福祉まつり 

① 日付：令和元年１０月６日（日） 

② 場所：安城市総合福祉センター（安城市赤松町大北７８番地１） 

③ 概要：子どもを対象に紙コップでのあそびを提供した。また、ダンス講座のメ

ンバーによるダンス披露をおこなった。 

(キ) 寺子屋文化祭 ＤＥＲＡＦＥＳ２０２０ 

① 日付：令和２年２月９日（日）１３：０５〜１３：２５ 

② 場所：二本木コミュニティセンター（安城市緑町１－２５－３） 



 11 

③ 概要：ダンス講座のメンバーによるダンス披露をおこなった。 

イ. 収益 

３，３００円 

（内訳）補助金  ３，３００円 

ウ. 費用 

０円 

 

④ 引きこもり・不登校児対応事業 

ア. 事業内容 

引きこもりや不登校で悩んでいる当事者や家族に対して、カウンセリングや悩み

相談等の対人支援を通じて、悩みの軽減と社会参加意欲の増進を図る。安城市不

登校・ひきこもり支援ネットワーク等の不登校共助グループ活動に参画し、各グ

ループの目的達成の援助を図る。 

(ア) 安城市不登校・ひきこもり支援ネットワーク 

例会（月１回程度）に参加し、団体活動を支援した。 

① 安城市不登校ガイドの作成 

② 不登校生のための進路相談会 

1. 日時：２０１９年７月２８日（日）１３時半～１６時頃 （１３時開場） 

2. 場所：安城市民交流センター （愛知県安城市大東町１１－３） 

③ 不登校生のための進路相談会 ２０２０冬 

1. 日時：２０２０年１月１１日（土）１３：３０〜１６：００ 

2. 場所：安城市総合福祉センター（安城市赤松町大北７８番地１） 

(イ) 中学不登校の親のあれこれお話会 

発達に課題をもつ子どもの保護者の悩みを聞き、助言をした。 

イ. 収益 

０円 

ウ. 費用 

３６０円 

 

⑤ 社会参加支援事業 

ア. 事業内容 

地域の小中学校の特別支援学級や特別支援学校に在籍している児童生徒へのキ
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ャリア教育、当事者の保護者・支援者・教職員に対する将来を見据えた教育・療

育支援と進路の多様性の再認識、および地元企業・団体・行政への発達課題を持

つ方の雇用を再検討する機会提供を目的として職業体験フェスタ「ゴッチャニア

2019」を開催した。 

イ. 日時 令和元年１１月１７日 

ウ. 場所 安城市総合福祉センター（安城市赤松町大北７８番地１） 

エ. 従事者 70 名（当団体正会員 9 名、ボランティア 61 名） 

オ. 参加者 特別支援が必要な児童生徒と保護者 112 名 

カ. 収益 

２２１，０００円 

（内訳）協賛金 ２２１，０００円 

キ. 費用 

３４７，４８２円 

（内訳） 

広告宣伝費 ９５，８７６円 

印刷製本費  ９，６００円 

会議費   １，３１８円 

旅費交通費  １，９２０円 

消耗品費 ８７，５２７円 

賃借料  ４０，２１５円 

通信運搬費 ４０，４６６円 

接待交際費 ７０，５６０円 

 

3. 会議の開催に関する事項 

(1) 総会 

① 通常総会 

ア. 開催日時及び場所 

令和元年５月１８日（土）１９：１５〜２０：５０ 

安城市大東町１１番３号 安城市民交流センター 活動室 

イ. 議題 

第１号議案 平成３０年度事業報告の承認について 

第２号議案 平成３０年度決算の承認について 
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第３号議案 令和元年度事業計画の承認について 

第４号議案 令和元年度活動予算の承認について 

(2) 理事会 

① 第１回理事会 

ア. 開催日時及び場所 

令和２年３月１１日（水）１９：００〜２１：４５ 

安城市新田町池田上１ 安城市青少年の家 第２研修室 

イ. 議題 

(ア) 令和２年度事業計画について 

(イ) 令和２年度活動予算について 

 

以上 


