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認定特定非営利活動法人 ぽっかぽかランナーズ

平成30年度 事業報告書

[期間：平成30年10月1日～令和元年9月30日]
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事業の成果

「公益財団法人神戸やまぶき財団」の助成金が承認され足こぎ車いすを 3 台購入出来ました。いろ
いろな障がいを理解する講習会を開催することが出来ました。CAF America に承認され、「Bank of
America」より＄ 10,000（1,098,100 円）を助成していただけました。「あしたのまち、くらしづくり活
動賞」を受賞しました。今年度の主な取り組みは、マラソン練習会、マラソン大会出場、障がいを理

解するための講演会開催、法人運営に関わるセミナーへの参加などです。

■障がい者のスポーツ振興、保護者を交えた交流事業について
○宝塚定例練習会を 9回と保護者を交えた交流会を 2回（クリスマス会とデコ寿司）開催しました。
○大阪定期練習会を 8回開催しました。（1回は大阪サミットで交通規制が掛かり中止）

■一般社会の障がい理解促進を図るための啓発事業について

○マラソン大会へ 8回参加しました。
○マラソン大会へ 1回視察のために参加しました。
○障がいを理解するぽっかぽか講習会を 2回、ぽっかぽか映画鑑賞会を 1回、開催しました。
○研修として講演会に 1回参加しました。
○マスコミに取り上げていただきました。（日本経済新聞・毎日新聞・神戸新聞・産経新聞・読売テレビ・テレビ大
阪・ FM宝塚）

○コープこうべWeb サイト「 SIDE by SIDE 」に対談が掲載されました。

■チャリティー、募金事業について

○ 30年度年末年始地域ささえ愛活動助成で 28,000円を得ました。
○「公益財団法人神戸やまぶき財団」の 30年度（前期）助成金で 1,390,000円を得ました。
○ 30年度の善意銀行払出で 50,000円を得ました。
○「 CO ・ OP共済 地域ささえあい助成」で 500,000円を得ました。
〇「ひょうごボランタリー基金助成 」で 500,000円を得ました。

■その他当法人の目的を達成するために必要な事業について

○ NPO運営についての講習会に 4回参加しました。
○足こぎ車いすの普及活動を行いました。
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事業の実施状況
１．障がい者のスポーツ振興、保護者を交えた交流事業

（１）宝塚練習会、保護者を交えた交流会

（２）大阪練習会、保護者を交えた交流会

実施日時 10月7日（日）
9:00-12:00

11月4日（日）
9:00-12:00

12月2日（日）
9:00-15:00

1月6日（日）
9:00-12:00

2月17日（日）
9:00-12:00

3月10日（日）
9:00-12:00

4月29日（月・祝）
9:00-12:00

5月12日（日）
9:00-12:00

6月23日（日）
9:00-14:30

  実施場所
宝塚市総合福祉センター

武庫川河川敷
同左 同左 同左 同左 同左 同左 同左 同左

 参加人数 25名 35名 42名 29名 21名 31名 17名 29名 37名
事業の
対象者

障がい者ﾗﾝﾅｰ
伴走ランナー

同左 同左 同左 同左 同左 同左 同左 同左

収入 38,000円 17,000円
費用 22,820円 13,780円 37,100円 17,360円 9,320円 12,040円 15,200円 15,280円 19560円
備考 クリスマス会 交流会

実施日時 10月20日（土）
9:30-12:00

11月24日（土）
9:30-12:00

3月17日（日）
9:30-12:00

4月6日(日）
9:30-12:00

5月6日(月・祝）
9:30-12:00

6月29日(土）
9:00-12:00

7月15日(月・祝）
9:00-12:00

8月11日(日）
9:00-12:00

9月14日(土）
9:30-15:00

  実施場所 アミティ舞洲 舞洲プロムナード 長居公園 アミティ舞洲 長居公園 アミティ舞洲 アミティ舞洲 アミティ舞洲

 参加人数 28名 42名 38名 37名 41名 53名 33名

事業の
対象者

障がい者ﾗﾝﾅｰ
伴走ランナー

同左 同左 同左 同左 同左 同左 同左 同左

収入

費用 9,740円 11,960円 9,140円 11,860円 13,380円 14,920円 13,120円 12,680円

備考 バーベキュー
大阪サミットで交
通規制の為中止
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6 月 29 日大阪サミットの為中止

2. 一般社会の障がい理解促進を図るための啓発事業

（１）長居定例ロード記録会に視察

（２）淀川河川公園ふれあいマラソンに参加

（3）久宝寺クリスマスリレー＆スマイルファンランに参加

実施日時 10月6日（土）9:30-12:30

  実施場所 長居公園

 参加人数 13名

事業の対象者
障がい者ﾗﾝﾅｰ
伴走ランナー

収入

支出 7,440円

備考 長距離にチャレンジしやすいと

思いました

実施日時 11月11日（日）13:00-16:40

  実施場所 淀川河川公園

 参加人数 29名

事業の対象者
障がい者ﾗﾝﾅｰ
伴走ランナー

収入

支出 8,550円

備考
じゅんくん、あやかちゃん、ゆう
じんくんがマラソン大会デビュー
しました。

 実施日時 12月 23日（日） 9:00-15:00

  実施場所 久宝寺公園

 参加人数 26名

事業の対象者
障がい者ﾗﾝﾅｰ
伴走ランナー

収入

支出 10,020円

備考 初めてのサンタランでした。
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（4）長居定例ロード記録会に参加

（5）淀川寛平マラソンに参加

（6）淀川国際ハーフマラソンに参加

（7）交野マラソンに参加

実施日時 1月12日（土）8:30-12:30

  実施場所 長居公園

 参加人数 17名

事業の対象者
障がい者ﾗﾝﾅｰ
伴走ランナー

収入

支出 7,780円

備考
せいくんとなるちゃんとタコさん
がデビューしました。

 実施日時 3月24日（日）8:30-14:00

  実施場所 淀川河川敷

 参加人数 25名

事業の対象者
障がい者ﾗﾝﾅｰ
伴走ランナー

収入

支出 9,300

備考 ゆうじんくんが3キロ初完走！

 実施日時 4月21日（日）8:30-13:00

  実施場所 交野市

 参加人数 19名

事業の対象者
障がい者ﾗﾝﾅｰ
伴走ランナー

収入

費用 9,570円

備考
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（8）共生共走マラソンに参加

（9）障がいを理解する講習会と映画鑑賞会を開催

心肺蘇生講習会 ユニバーサル社会に向けて 自閉症を理解する

（１1）障がいを理解する講習会・練習会に参加

実施日時 5月26日（日）9:30-15:00

  実施場所 鶴見緑地公園

 参加人数 17名

事業の対象者
障がい者ﾗﾝﾅｰ
伴走ランナー

収入

支出 4,310円

備考
初めて2チームに分かれて参加し
ました。なるちゃん、初リレーマラ
ソン。

演題 兄弟の思い講習会

 実施日時 1月18日（金）10:00-12:00

  実施場所 宝塚市立中央公民館

 参加人数 １名
支出 200円

講師
講師　しぶたね　清田悠代

ファミーユ　久保田佳世子

心肺蘇生講習会 ユニバーサル社会に向けて 自閉症を理解する

 実施日時 7月7日（日）9:00-12:30 8月19日（日）　9:00-12:30 9月1日（日）　9:00-12:30

  実施場所 宝塚総合福祉センター 宝塚総合福祉センター 宝塚総合福祉センター

 参加人数 20名 54名 42名

事業の対象者 不特定 不特定 不特定

寄付

支出 4,360円 9,200円 5,420円

備考 講師　西消防署 講師　竹中ナミ氏 「ぼくはうみがみたくなりました」
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（１2）ぽっかぽかランナーズ及び、ぽっかぽか講習会の広報活動

放送されたラジオ ＦＭ宝塚 （7月 19日、7月 31日）
放送されたテレビ 読売テレビ（11月 28日）・テレビ大阪（12月 6日））
掲載された新聞等 毎日新聞（8月 4日）、神戸新聞（12月 20日）、産経新聞（1月 7日）

高知新聞（1月 5日）、徳島新聞（1月 4日）、日本経済新聞（1月 4日）

掲載されたWebサイト コープこうべ「SIDE by SIDE」

3．チャリティー、募金事業

４. その他当法人の目的を達成するために必要な事業

（1）足こぎ車いすの普及活動

宝塚練習会、大阪練習会、第 16 回・17 回・ぽっかぽか講習会、第 2 回ぽっかぽか映画鑑賞会、NPO

法人月と風と事務所などで実施

（2）障がい者用買い物カ－ト製作協力

 実施日時
11月28日（水）
15:30-17:30

12月6日（木）
15:30-17:30

  実施場所 コ－プこうべ安倉店 コ－プこうべ安倉店

 参加人数 12名 15名

事業の対象者 不特定 不特定

収入

支出

備考
対面式買い物カ－ト
読売テレビ取材

対面式買い物カ－ト取材
テレビ大阪・共同通信社
神戸新聞・産経新聞

年末年始地域
ささえ愛活動助成

宝塚市
善意銀行

神戸やまぶき
財団

Bank of America CO・OP共済
個人

gooddo
個人・募金箱

Gochiso
個人・募金箱

寄付 211,824円 156,680円 4,964円

助成金 28,000円 50,000円 1,390,000 1,098,100円 500000円

支出

事業名
定期練習会体験
クリスマス会開催

ビブスの購入
足こぎ車いす
3台購入

足こぎ車いす2台
ウインドブレーカー85
枚・ビブス43枚購入

対面式買い物
カートの改良
及び」展開

練習会開催
事業

マラソン大会
参加事業

チャリティー
事業
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（3）NPO運営についての講習会・交流会に参加

社員総会の開催状況

■第6回定時総会

日時: 令和元年12月1日（日）
場所： 宝塚市安倉西２丁目１番 1号
社員総数： 団体正会員 3団体 個人正会員 13名
出席者数： 出席数 6名 委任状提出数 7 名

内容： 第一号議案： 平成 30年度事業報告
第二号議案： 平成 30年度会計報告

審議結果: 第一号議案： 平成 30年度事業
第二号議案： 平成 30年度会計

理事会その他の役員会の開催状況

■第22回理事会（平成30年12月2日）

内容： 議事項目① 足こぎ車いす貸出し規約に関する件
議事項目② 第 9回大阪マラソン寄付先団体申請の件
審議結果① 足こぎ車いす貸出し規約に関する件承認
審議結果② 第 9回大阪マラソン寄付先団体申請の件承認

演題
あしたのまち・くら
しづくり活動賞受
賞式

大阪マラソン寄付
先団体説明会

市民活動交流会
今度こそ、自治体
の評価軸をつく
る！

歌詞交換会 宝塚賀詞交換会 デコ寿司講座
阪神北地域助成
制度説明会

実施日時 11月15日（木）
13:00-16:00

11月15日（木）
18:30-21:30

11月29日（木）
13：30-16:30

12月9日（日）
14:00-17:00

1月8日（火）
16:00-20:30

1月10日(木）
11:00-14:30

1月16日(木）
10:30-12:00

4月12日（金）
14:30-16:30

  実施場所
兵庫県中央労働セ

ンター

中之島フェスティ
バルタワー・ウエ
スト17F

宝塚市立男女共同

参画センター・エル

デザイン・クリエイ

テブセンター

兵庫県福祉セン
ター

BASE宝塚 BASE宝塚
宝塚商工会議所

多目的ホール

 参加人数 1名 1名 3名 1名 2名 1名 2名 1名
支出 450円 960円 2,040円 640円 1,040円 300円 550円 600円

講師
笹川平和財団
佐分利応貴氏

植田紀子氏

兵庫県阪神北県
民局　県民交流
室　県民課

演題
ひょうごボランタ
リー助成プレゼン

タカラヅカつながり
会議

福祉インタビュー つながりカフェ

実施日時 7月5日（金）
10:00-12:00

7月31日（水）14：
00-16:00

9月18日（水）
13:00-16030

9月19日（木）
18：30-20:30

  実施場所
ひょうごボランタリー
プラザ

宝塚市立男女参画
センター

宝塚市
川西市民活動セン
ター

 参加人数 2名 2名 1名 2名
支出 3,880円 1000円 800円 380円

講師 新源太郎氏
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■第23回理事会（令和元年8月4日）

内容： 議事項目① 現役員任期満了の件
② 役員増員の件
③ 新理事の件
④ ぽっかぽか共生マラソン大会開催の件
⑤ ぽっかぽか共生マラソン大会事務局の件

審議結果① 役員重任
② 役員増員の件承認
③ 新理事の件承認
④ ぽっかぽか共生マラソン大会開催の件承認
⑤ ぽっかぽか共生マラソン大会事務局の件承認

■第24回理事会（令和元年8月11日）

内容： 議事項目① フルマラソンに関する件
審議結果① フルマラソンに関する件承認

■第 1回ぽっかぽか共生共走マラソン大会事務局会議（令和元年 8月 11日）
内容： 議事項目① 大会事務局会議開催の件

議事項目② 大会事務局員の件
審議結果① 大会事務局会議開催の件承認
審議結果② 大会事務局員の件承認

■第２回ぽっかぽか共生共走マラソン大会事務局会議（令和元年 9月 1日）
内容： 議事項目① 大会事務局の業務の件

審議結果① 大会事務局の業務の件承認

■第２５回理事会（令和元年 12月 1日）
内容： 議事項目① 役員改選に伴う理事長選定の件

議事項目② 1年度の事業計画に関する件
審議結果① 理事長選定
審議結果② 1年度の事業計画に関する件承認


