
 

2019(R1)年度 
認定特定非営利活動法人コミュニティリーダー ひゅーる ぽん 

事 業 報 告 書  
（平成31年4月1日から令和2年3月31日まで）



 
＝その他、本法人の目的を達成するために必要な事業  

【事業費：39,300円】 

今年度は、障害児通所支援の利用上限日数の変更があったことで、通所率が安定しなかった
りひゅーるぽんの賛助会員（HullFan）も目標数を達成することができなかったりと、財政的
には厳しい一年でした。しかし、今年度は、ぽんぽん、きっず組、ひよこ組等の活動領域にこ
だわることなく、スタッフ全員で情報を共有し、協力して行う体制を整えてきたことで、
ひゅーるぽんのチーム力がより高まり、のりきることができたように思います。 
また、ひゅーるぽんからの情報発信として2002年以降休止していた会報「うるとらのほし」

を復活させることができ、より多くの方々に私たちの活動のことを知っていただける機会を増
やすことができました。さらに、2019年8月に「コミュニティほっとスペースぽんぽん」を、
これまでの「地域活動支援センターⅢ型」から「就労継続支援B型事業所」へ移行し、運営の
安定につなげられるようにしてきました。 
昨年度同様、ライフ&ワークバランスについては、定時に帰ることをスタッフ一人一人が意

識していくことを促してきました。また、今年度から義務付けられた、年休5日以上の取得も、
忙しい中、全員ができたことは良かったと思います。 

1-1  各種運営会議  
1-1-1  運営に関する会議  
1-1-1-1   通常総会　　6月に開催 
1-1-1-2   顧問監事会　6月に開催 
1-1-1-3   理事会　　　5月・６月・９月・12月・3月に開催 
1-1-1-4   運営委員会　　月1回 
1-1-1-5   業務セクション会議　　 月2回 
1-1-1-6   プログラム検討委員会　　年度後半に実施し総括と来年度計画立案 
1-1-1-7   こども発達支援センター運営委員会   6月・1月に開催 
1-1-1-8   夢づくり未来会議2019   月1回 
1-1-1-9    合同ミーティング　月2回 
1-1-1-10　所長会議　月1回 

1-1-2  プログラム実施に関する会議 
1-1-2-1   コミュニティスペース事業に関わるプログラム会議　月2回 
1-1-2-2   まちづくり・ボランティア育成事業に関わるプロジェクト会議  月2回 

1.運営に関わる事業
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1-2  活動支援プログラム 
　　1-2-1  Hull Fan　　　　　534,000　円　118口　 
1-2-2  一般寄付 　   562,481　円　  
1-2-3  その他助成金等 
　　　　イオン 幸せの黄色いレシートキャンペーン　    24,400円 
　　　　尾崎基金　　　　　　　　　　　　　　　　　  50,176円 

1-3  研修  
1-3-1  新人スタッフ研修    9回 

「ひゅーるぽんの活動理念」「就業規則と個人情報保護について」など 
　育成担当スタッフをつけ、新任スタッフが早期に職場適応できることを支援 

1-3-2  スタッフ研修　14回 
　内部研修 
　　「AEDの使い方」「行方不明事案発生時の訓練」 
　　「子どもの社会力についての研究」「ホームページの作成について」など 

1-3-3  地域の保護者、事業所を対象とした公開研修2回 
　　「就学を考える」　　　　　　　広島市教育委員会主任指導主事　　満汐　順子氏 

「障害のある人たちの将来を考える」　親なき後相談室　行政書士　渡部　伸　氏 

　　1-3-4  他団体主催セミナー(講座)への参加 
「全国児童発達支援協議会研修」「社会福祉施設新入職員研修」「発達障害研修」 
「権利保護セミナー」 「相談支援現任研修」「食育研修」「相談初任者研修」 
「サービス管理責任者研修」「社会福祉施設長研修」　など 

1-4  その他　広報  
広島市ピースアートプログラム　アート・ルネッサンス2020 
取材:RCC中国放送　　2/8 テレビ放送 
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2-1 こども発達支援センター　=子どもたちの育ちの支援に関わる事業 
2-1-1 児童発達支援事業(ひよこ組) =児童福祉法に規定する障害児通所支援事業  

【事業費：35,809,855円】 
  

今年度も25名の「ひよこ集団」、年齢別の「クラス集団」、課題別の「グループ集団」と様々
な集団を展開させながら発達支援を進めてきました。また、継続して大切にしている「家族支
援の充実」については、実際にひよこ組での生活を見てもらい家庭での関わり方を考える機会
を積極的に作りました。この取り組みを通して、通所場面だけではない子どもや家族の困り感
に思いを巡らせながら、「家族みんなが笑顔で生活できることとはどういうことなのか」を考
える機会を多く持つことができました。試行錯誤を積み重ねながら子どもの成長に寄り添える
スタッフとしてさらに成長していきたいと思います。 
今年度より児童発達支援の支給量が変更となり、他事業所を利用した場合ひよこ組を休まざ

るを得ないケースがでてきました。また、就労する保護者も増加しています。そういったさま
ざまな社会情勢の変化にもあわせた通園形態の検討が必要になってきました。 
12月にはノロウイルスの集団感染が発生し2日間の休園措置を行いました。子どもの命を守

るために、あらためて衛生管理の手順を再確認しました。また、コロナウイルスの対策では法
人全体として、コロナウイルス等の感染症拡大防止の対策をとり、来客の制限、検温、手指消
毒の徹底などを行いました。ひよこ組としては、子どもの受け入れを玄関先で行うなど、保護
者を含め協力をしていただきました。 

2.コミュニティスペースプログラム

事業目的
就学前の発達支援の必要な子どもたちに「生活」「あそび」の支援を行うことを
通して｡日常生活動作の確立を図るとともに、人に対する愛着心を育みながら、
ご家族の方も含めて笑顔でいきいきと過ごしていけることを目指します。

実施日時 通年 活動日 245日
実施場所 こども発達支援センター

登録数 37名　　 
※3月31日現在

利用人数 子ども　のべ 5,788名 
※3月31日現在

3



実施内容

児童発達支援（ひよこ組） 
　水曜日を除く、　月～金…9:30～15:00 

土　　…9:30～13:30 
　※このプログラムは児童福祉法に基づく児童発達支援事業として実施。 
○ 発達支援計画に基づいた発達支援 
○ 季節行事や畑活動 
○ 発達支援計画提示・まとめ懇談、必要に応じた個人懇談・参観を実施 
○保護者研修（障がい特性・先輩保護者の話など計画的に実施） 
○ ひよこサロン（保護者同士の交流・情報交換の場として毎月1回実施） 
○ 月1回「ひよこだより」を発行し、ご家族と子育て・障害特性・文化の情報共
有をおこなう
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2-1-2　放課後等デイサービス事業（きっず組）＝児童福祉法に規定する障害児通所支援事業 
【事業費：14,131,192 円】 

 今年度もきっず組全体での集団遊びを多く取り入れ、異年齢の子どもたちが活動を共有し繋が
り合うことを大切にしました。特に平日は低学年児が4割を占めるため、日々スタッフが集団
遊びを意図的に取り入れたことで、好きな友達や遊びの幅が広がるなど、交流感の高まりが見
られました。中高生は週1回程度の利用や、来所時間が遅い子が多いため、継続した活動への取
り組みの難しさがありました。スタッフが中心となって活動を進める場面では、小学校高学年
以上の子どもたちが役割を担ったり、新たなことに挑戦して経験を増やしたりできるように背
中を押す関わりをしました。また、学校に行きづらさを感じている子ども達に対しては、平日
の午前中に設けているフリースペースを活用し、少人数の落ち着いた環境の中でスタッフと個
別に丁寧な関わりを持ちました。不登校児の相談が増えてきているため、今後も安心して過ご
せる居場所があることがとても重要だと感じています。　 
　保護者支援は、年に3回の懇談に加え送迎時や電話連絡等で子どもの様子について情報共有
するよう努めました。また、定期的に茶話会や勉強会を開催し、保護者同士の繋がり作り、情
報交換の場作りを行いました。 
　その他、相談支援専門員と一緒に学校や他事業所と関係者会議を開くことが増えました。そ
れぞれの場での子どもの様子を共有することで、より多角的な視点を持った支援を考えること
ができました。 
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事業目的
障がいのある子ども,不登校の子ども達に対して、子どもの思いや願いをくみ取
り、大切に育む事を活動の基本とし、安心感を基盤に人や社会とつながって、い
きいきと自己の力を発揮していけるよう育ちの支援を行います。

実施日時 通年 活動日 245日
実施場所 こども発達支援センター

登録数
きっず組　放課後デイサービス 25名 
その他利用人数 5名  

※3月31日現在
利用人数 子ども  のべ3,204名 

※3月31日現在

実施内容

放課後等デイサービス事業（きっず組） 
6歳～18歳までの不登校及び障がいのある子どもたちを対象として、育ちの

支援を行いました。 
水曜日を除く、月～金曜日…13:00～17:45 
土曜日…10:00～16:00　 
夏休みなどの長期休暇中の平日…10:30～17:30 
※このプログラムの一部は児童福祉法に基づく放課後等デイサービス事業として実施。 
   火曜日を除く平日の10:00～13:00は自主事業のフリースペースとして実施。 
○ 年間を通じ、季節プログラムや子どもたちの生活経験を豊かにするプ
ログラムを実施。 
4月…サイクリング、保護者茶話会 
5月…はるまつりへ参加、サイクリング練習、保護者交流会   
6月…バス遠足（備北丘陵公園） 
7月…クッキング（ぽんぽんと合同）、保護者茶話会 
8月…キャンプ、夏祭りへ参加、外出プログラム（府中イオンモー

ル）、スライム作り　 
9月…東照宮写生大会、工作教室、サイクリング練習　 
10月…サイクリング練習、ハロウィンパーティ 

ひゅーるぽん大運動会（3拠点合同） 
11月…安佐南区民まつり出店、佐東ふれあいまつり出店 
　　　やきいも会（3拠点合同）、徒歩遠足（ひよこ組合同）　 
12月…冬のお楽しみ会、保護者忘年会 
1月…お餅つき大会（3拠点合同）、保護者茶話会 
2月…スケート、バレンタインクッキング 
3月…お別れ会　 
※その他、ぴよきっず、運動クラブ、誕生日会、合気道教室を実施 

○ 個別支援計画提示・まとめ個別懇談、および必要に応じて個人懇談を
実施 
○ 保護者向けプログラムを実施（保護者研修、茶話会）
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　2-1-3   保育所等訪問支援事業　＝児童福祉法に規定する障害児通所支援事業 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【事業費：49,626円】 

2-1-4   障害児相談支援事業　＝児童福祉法に規定する障害児地域支援事業 
　 障害児指定特定相談支援事業　＝障害者総合支援法に規定する事業　　 

【事業費：3,998,882円】 
 今年度も、子どもの育ちに関する保護者等からの相談を受け、発達の支援についてともに考えて
きました。計画相談支援については、モニタリングの標準期間が短縮されたことで、より丁寧な
関わりができるようになりました。また、学校等関係機関と連携し、関係者で子どもの生活全体
を捉えた支援について考える機会が増えました。しかしながら、計画相談支援に係る報酬が少な
く事業の運営が成り立たたないため、相談支援専門員を増やすことができず、利用したい人に対
応できない現状や、一人が担当する人数が多くなりより丁寧な支援が難しいなど、相談支援事業
全体の課題は引き続きあります。 

事業目的 保育所等において、発達に支援が必要な子どもが他の子どもとの集団生活に適応
することができるよう適切で効果的な専門的支援を行います。

実施日時 通年

実施場所 保育所等

実施内容 実施件数は0件でした。相談支援事業所・保護者から依頼があっても実際には利
用につながらないケースもありました。

事業目的 地域の発達に支援が必要な子どもが自立した日常生活、社会生活を営むこと
ができるよう相談支援を行います。

実施日時 通年

実施場所 こども発達支援センター、各家庭等 活動日数  245 日

参加人数 相談件数　 のべ201件
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実施内容

◯　一般相談支援 
一般的な育ちに関する相談や児童福祉サービス利用に関わる相談を受け、
必要に応じてこども発達支援センター、ぽんぽんの施設見学や活動内容の
紹介、障害福祉に関する制度やサービスに関する説明、行政や保育所、学
校、その他福祉サービス提供事業所など他機関との連携を行いました。 
・電話相談（74件） 
・来訪相談（59件） 
・訪問支援（30件） 
・他機関との連携、紹介その他（38件） 
◯　計画相談支援 
 ・障害児支援利用計画の作成(51件) 
 ・サービス担当者会議の実施とモニタリング(70件) 
◯　障害者自立支援協議会安佐南地域部会 
 ・相談部会への参加（5回） 
 ・こども部会への参加（5回） 
区障害福祉課、社会福祉協議会と区内の相談支援事業所で構成される隔月の
部会に参加しました。
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　2-1-5　広島市障害児等療育支援事業　＝障害総合支援法に規定する事業 
【事業費：1,943,219円】 

　この事業では、発達について心配はあっても専門機関に相談できていなかったり、障害福祉
サービスの利用に繋がっていない子どもとその保護者を対象に、個別相談や集団での療育を通
して初期支援を行うことができました。地域の子育てオープンスペースの定期的な発達相談会
では子育てに難しさ感じる保護者に「身近で・気軽に」相談できる場として利用していただけ
ました。またそこから必要な支援につながったケースや保健センターとケースを共有し、連携
した支援を行ったケースもありました。来年度も行政機関と連携しながら、地域のセンターと
しての役割を果たしていきたいと思います。 

事業目的
広島市より委託を受け、障害児等の地域における生活を支えるため、身近な地
域で療育指導、相談等が受けられる療育機能の充実を図り、地域の発達に支援
が必要な子どもたちの福祉の向上を図ります。

実施日時 通年

実施場所 こども発達支援センター、オープンスペースKUSUKUSU祇園・佐東

参加人数 のべ136名

実施内容

◯ 在宅支援訪問療育指導事業 
広島市の常設型オープンスペースKUSUKUSU祇園とKUSUKUSU佐東の二か
所で発達相談をすることができました。専門的な発達支援が必要なケースも
多く、関係機関に紹介するなど支援に繋がるケースもありました。 
　祇園　6回　計　15件、　佐東5回　計　26件　 

○ 在宅支援外来療育指導事業 
・子育てサロンひゅーる　 
　　月２回火曜日に実施　参加延べ143名（うち42名が事業対象） 
       センター自主事業「子育てサロン」の一部を事業対象として支援しまし

た。 
・ぴよぴよサロン・ぴよぴよくらぶ《集団支援》 
子育てサロンのない隔週の火曜日に、初期支援の必要な（幼児）親子に対し
計画していましたが、対象者が集まらず実施できませんでした。サロンのな
い週は個別相談で継続した支援ができるようにしていきます。 

・特別相談会 
子育てに心配事がある幼児期の子どもの保護者を対象に実施しました。土日
にも開催することで就労している保護者からの相談に応じることができ、発
達の相談や来年度の入園・進級にむけた心配など9件の相談がありました。 

○ 施設支援一般指導事業 
年2件実施しました。
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　2-1-6　その他　発達支援センター自主事業　＝自主事業　            
【事業費：708円】 

事業目的
こども発達支援センターとしての専門機能をいかし、地域で発達に支援が必要な
子どもやその家族への相談、他機関との連携を行い、地域の中核的な療育支援施
設としての役割を果たします。

実施日時 通年

実施場所 こども発達支援センター

対象者 乳幼児の親子、通所児保護者、地域の事業所、学生Voなど

実施内容

○ 子育てサロンの開催　(一部療育支援事業として実施) 
○ 子育て支援事業 

園庭での水遊びなどを5回実施し、気軽に足を運び子育ての相談ができる場
作りを行いました。 

○ ひよこぐみ終了後の預かり療育（ゆうやけひよこちっち） 
療育時間終了後から最大2時間、保護者や家族の用事や保護者のリフレッシ
ュを目的に預かり療育を月～金に実施しました。　のべ207名利用 

○ アフターフォロー保護者支援事業 
ひよこぐみを退園した子どもの保護者を対象とした、こっこくらぶ（幼・保
育園に通う子どもの保護者）と、こけこっこくらぶ（就学児の保護者）を実
施しました。　 

　　　こっこくらぶ全4回　　こけこっこくらぶ　全2回　　　 
○ 安佐南区こども発達支援事業所連絡会の事務局 

安佐南区にある、児童発達支援・放課後等デイサービスの事業所連絡会の
事務局を務めました。3ヶ月に一回連絡会を開催し、事業所同士の連携、情報
交換を行いました。 

○ 福祉施設としての役割 
保育士や音楽療法実習生、社会福祉士実習生、中学生・高校生の職場体験
や実習の受け入れを行いました。
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　2-1-7　コミュニティほっとスペースぽんぽん（=就労継続支援B型事業所） 
＝障がいのある人等をはじめとする成人の地域生活ならびに社会参画支援に関わる事業 

【事業費：13,760,515円】 
今年度も通所者一人ひとりが人や社会とつながる喜びを感じながら、いきいきと楽しく豊か

に生きていくための支援を行ってきました。 
働くことへの支援としては、アート製品づくり・おもちゃの清掃・きくらげの下請け作業・

発送作業の他に、新しく恐竜アートの工作キッドづくりを行いました。これらの作業を通し
て、通所者一人ひとりが、自分の力を生かしながらいきいきと仕事をする姿が見られました。
アート製品ではこれまで、要望の多かったフルカラーTシャツや刺繍Tシャツをつくり、その他
オリジナル商品を掲載したアートカタログを作成し、配布を広げることで多くの商品を買って
いただくことにつながりました。その結果、収入目標も達成し、通所者の平均工賃を昨年度よ
りアップすることができました。（前年度より約4,500円アップ／平均工賃約9,918円） 
生きがい支援の一つでもあるアートの活動では公募展に応募をしたり、公益財団法人泉美術

館からの依頼で、「どうぶつたち」のアート展を開催しました。多くの方々に作品を観ていた
だくことができ、アーティスト（通所者）のことを知っていただくきっかけになりました。ま
た、イオンモール府中店3階のスターバックスコーヒーに依頼され、広島のアーティストの1人
として作品が展示されています。アートレンタルは、引き続きダイハツ広島販売株式会社のレン
タルが決定しています。今後も他団体とも協力しながら、彼らの社会参画の場を広げていきた
いと思います。 
　昨年度に引き続き、劇団「おきらく劇場ピロシマ」に5名の通所者が自己表現の場として意欲
的に参加する事ができました。参加にあたって、仕事と余暇のバランスや生活リズムの見直し
など、日常生活のあり方について一緒に考えながら、最後まで参加できるように支援をしまし
た。 
　その他に、成人期への課題である健康維持への支援として、引き続き年に1度の健康診断を行
いました。受診した人全て、血液検査まで実施する事ができました。その後は、家族や本人へ
の保健師の健康指導、通所者本人たち向けの保健師、管理栄養士による勉強会を実施しまし
た。また、法人全体の取り組みとして「障がいのある人の将来」について考える機会を作りま
した。外部講師を招いた公開研修の実施を行い、多くの家族が参加しました。また、通所者本
人たち向けにも勉強会を行いました。引き続き、このような機会を設けて、家族・本人ともに、
「将来にむけて」考えを深めていきたいと思います。 
　令和元年8月1日より、本事業所は、地域活動支援センターⅢ型から就労継続支援B型事業所
へ移行しました。工賃向上はもちろん、仕事と生きがい支援のバランスを見極めていきなが
ら、通所者がいきいきと自分らしく仕事（活動）ができる事業所を目指していきます。 

11



12

事業目的 18歳以上の障がいのある人の就労、社会参画ならびに豊かな地域生活の支援を行うこと
を通して、人や社会とつながる喜びを感じながらいきいきと豊かに生きていくことを支
援します。

実施日時 通年
実施場所 コミュニティほっとスペース　ぽんぽん
登録数   12名　　※2020年3月31日現在     活動日数 246日
利用人数 利用者　のべ      2,663名 

 　　　※3月31日現在
ボランティア　のべ　  0名

実施内容 ⑴人や社会とつながっていきいきと豊かに生きる社会生活支援活動 
○ 通所者一人ひとりの思い・能力に応じて、「アート製品づくり」「リサイクルショ
ップの下請け作業」「きくらげ農園の下請け作業」「法人プロジェクトと公益財団
法人泉美術館からの発送作業」「ワークショップ作製キット」を通して働く経験を
し、社会的自立と社会生活力の向上を目指しました。 

○   働くことの支援 
アート製品づくり・販売 
主な販売先：出張販売（ハートフルフェスティバル・犬猫ふれあい譲渡会&マルシ
ェ・僕らのアトリエ・ソロプチミストバザー）、委託販売（LECT 蔦屋書店 11月で
終了・ふれ愛プラザ・広島県立美術館・尾道市立美術館・やみつきcafe×つぼやき
キートンカレー）、アートレンタル（おりづる歯科・ダイハツ広島販売株式会社＜6
店舗7ヶ所＞・やみつきcafe×つぼやきキートンカレー・積水ハウスシャーメゾン広
島支店） 
その他、直送便事業等。 

○   生きがいの支援 
アート活動（絵画や陶芸）での自己表現、作品の発表の場づくり。ハートフルフェ
スティバル作品展示（広島市中区）、公益財団法人泉美術館（広島市西区）にて作
品展の開催、アート・ルネッサンス2020応募・出品（広島市中区）、全国公募展へ
の応募・出品（大阪・栃木）、スターバックスコーヒーイオンモール府中店での作
品展示など。広島県アートサポートセンター主催ワークショップへの参加（美術、
演劇） 
レクリエーションの実施（1泊旅行、忘年会など）。 
外部講師による演劇クラブ、運動クラブの実施。 
きっず組と合同での料理作り、全体での焼き芋大会、運動会など。 
ひよこ組と交流活動（運動、ビーズ作り）など。 

○   日常生活の支援 
日常生活能力・社会生活能力の向上のために、生活面の指導・支援・個別目標を明
確にした個別支援計画の作成。本人や家族との個別懇談の実施。医療・関係機関と
の連携。外部講師による運動教室、医療機関での健康診断の実施、人権擁護センタ
ーほっと「ほっとさん」の訪問など。 

⑵あたたかなまちづくりの拠点となる活動 
ぽんぽんギャラリーでの絵画展示・企画展の実施 

⑶利用相談や地域生活に関わる相談(1名)、利用希望者の見学・体験(2名)、実習生、ボラ
ンティア・アートサポーター、見学の受け入れ（見学…3名）



 
3-1　まちづくり 　＝まちづくりに関わる事業 
3-1-1　アートによるまちづくりプログラム 
3-1-1-1　広島市ピースアートプログラム　アート・ルネッサンス2020 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＝まちづくりに関わる事業 　 

【事業費：2,136,952円】  
　アート・ルネッサンスは今年度も引き続き、広島市とアートサポーターとの協働で「広島
市ピースアートプログラム アート・ルネッサンス2020」として、公募作品展を開催しました。
障がいのある人のありのままの表現が大切にされること、またその表現を受け止めて創作活
動を共にするアートサポーターがつながり、活動を広げ、高まっていくきっかけになること
を目的に、プログラムを実施しました。今回展は将来を担う子どもたちに焦点を当て、こど
も部門の作品を重点募集しました。その結果昨年の3倍を超える応募があり、「特別展示　
こどもたちのせかい」として、入選、選外にかかわらず展示を希望された作品64点全てを展
示しました。子どもたちには作品を創作することの楽しさに加えて展示される喜びを、彼ら
をサポートする方々には新しい発見を、来場者の方には子どもならではの面白さや元気さを
感じていただけたのではないかと思います。今後も新たな可能性を探りながら、より良い取
り組みへと高めていきたいと思います。20回目を迎える次回に向け、アート・ルネッサンス
の果たす役割を整理し今後の事業展開について考えていきたいと思います。 

3.まちづくり・コミュニティボランティア育成 プログラム
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事業目的

○ 障がいのある人のアートが持つ芸術性と可能性、価値を広く社会に広めてい
きます。 
○  アートを通して障がいのある人の社会参画を支援していきます。 
○  現場で制作するアーティスト、サポーター同士のつながりを広げます。 
○ アーティスト、サポーターの表現活動、創作意欲が高まる取り組みを行いま
す。

実施日時 2020年2月8日(土)～16日(日) 10:30～18:30(初日は11:00~)

実施場所 合人社ウェンディひと・まちプラザ　北棟4Fギャラリー

対象者 来場者　1,542名　　　協力者のべ約150名

実施内容

○ 今年度で19回目の開催でした。2016年度から引き続き、広島市と協 
　働で「広島市ピースアートプログラム アート・ルネッサンス」として 
　開催しました。 
○ 中国5県を中心に全国から作品を公募し、応募総数764点の中から入選
作品122点の作品を展示しました。 

○ こども部門の作品を重点募集し、昨年の約3倍にあたる114点の応募が
ありました。特別展示として、選外の作品も含めて64点を展示しまし
た。 

○　アートサポーターと協働の形で運営し、作品の写真撮影や、広報、作
品展示・撤収作業、会期中の受付等、様々な場面で共に活動しまし
た。 

○　こども作品が多く展示されていたこともあり、関係のある施設や学
校、家族の来場が多くありました。 

○ オープニングセレモニーには、共催団体や協賛企業様から8名の方にご
臨席いただき、その他の来場者約250名が出席されました。セレモニ
ー後には、入選アーティストによる作品解説を行い、創作に込められ
た想いや裏話を聞かせていただきました。 

○ 開催に向け、多くの企業様、個人様に協賛をいただきました。　　　　　
　　特別協賛（一口5万円11社、13口）、ファンクラブ（一口1万円 
5社5口）また23名、33口の個人の方に協賛いただきました。 

○ ヴィオラ奏者の沖田孝司さん・千春さんのロビーコンサートやまちづ
くりカフェプロジェクトさんによるコーヒーサービスなど、今年も作
品展を盛り上げるために多くのみなさんにご協力をいただきました。 

○ 広島県アートサポートセンターとの協働で、アーティスト・サポータ
ー向けに芸術教室を開催し、各回定員を超える申し込みがありまし
た。  2/10 立体創作（粘土）18名　　2/11 平面創作（絵具）19名 

○ 今年もアート・ルネッサンスの関連企画として、入選作品を使ったア
ートステッカーを５種類製作しました。協賛企業様には企業名入りの
ステッカーを貼っていただき、応援していただきました。また個人の
方には、537枚のステッカーが渡り、応援の輪を広げていただきまし
た。
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　3-1-1-2　幸せProducts.　＝まちづくりに関わる事業　 
【事業費：1,193,399円】 

社会の中にアートがある面白さを伝える機会を増やすためアートを取り入れた街中展開に力
を入れてきました。 
昨年に引き続き、「アート・ルネッサンス2020」の開催に合わせ、入選作品による「安佐

動物園×アストラムライン」の広告の設置とアートステッカーの製作を行いました。特にアート
ステッカーはサイズの種類を増やしたり、メッセージを英語に翻訳したものを製作するなど、
より多くの方が手にとりやすい工夫を行いました。サイズ展開があることで用途に合わせて選
ぶ楽しさがあったというご意見をたくさんいただきました。また、SNS等で取り組みの内容や
活用情報を発信することで、幅広い世代にアプローチができたと思います。 
また、ダイハツ広島販売株式会社の広島県内直営店舗へのアートレンタル事業は、事業の継

続が決まり、日常的に彼らのアートに出会う機会を作ることができました。各店舗のスタッフ
の皆様やお客様には、次の作品を楽しみにしていただいています。また契約更新にあたって、
展示作品数が増えた店舗があり、加えて作品展示の協力施設が1ヶ所増えるなど、広がりを実感
しています。 

　 

事業目的
○　社会の中で障がいのある人のアートの普及と障がいのある人の社会参画を促
進します。 

○  アートをまちづくりに活かす取り組みをムーブメントとして高めます。 

実施日時 通年

実施場所
アストラムライン県庁前駅（広島市中区） 
ダイハツ広島販売株式会社 各店舗（広島県内） 
幸せProducts.事務局内

実施内容

⑴安佐動物園・アストラムラインとの協働で、「アート・ルネッサンス2020」
入選作品を使用し、アストラムライン県庁前駅通路の広告を掲示しました。 
⑵アート・ルネッサンス2020入選作品を使用したアートステッカーを製作し、
障がいのある人のアートの周知に努めました。 
(3)ダイハツ広島販売株式会社直営21店舗(本社含め)へのアートレンタルの窓口と
なり、協力団体・事業所・個人の方々と連携し、中心になって事業を進めてい
きました。
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　3-1-1-3　アートスペース（陶芸・絵画）　＝まちづくりに関わる事業   
【事業費：321,473円】 

 

事業目的

○ 障がいのある人のアートを支援するノウハウと資源を活用し、アートに取
り組む環境を提供していきます。 
○  地域へ開かれたアート教室を開催し、制作環境を高めていきます。 
○  アーティストの発掘とアートの社会化を目指していきます。

実施日時 通年

実施場所 コミュニティほっとスペース　ぽんぽん

実施内容

⑴アートスペース（絵画）の実施。週2回、2教室。 
  （1教室月4回）（利用者：月曜日6名、火曜日５名） 
⑵アートスペース（陶芸）外部講師を招き月2回実施。 
  （利用者：6名） 
⑶県内外の公募展に応募。アート・ルネッサンス2020、あいサポートアート
展に入選。3月末にアートスペース （陶芸）の作品展を実施。
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　　3-1-1-4 アートサポートセンターひゅるる　＝まちづくりに関わる事業 
【総事業費：12,758,821円】 

[内訳:広島県受託費 7,480,124円／文化庁受託費 5,125,539円／自主事業費 153,158円]　　　 

　今年度は、広島県令和元年度障害者芸術文化活動支援事業としてアートサポートセンターの
運営、文化庁令和元年度障害者による文化芸術活動推進事業（文化芸術による共生社会の推進
を含む）として舞台表現（演劇）の事業を受託しました。 

　広島県令和元年度障害者芸術文化活動支援事業では、主に美術表現の支援に取り組みまし
た。創作活動支援では、県内の様々な地域で創作の楽しさを体験すること、新しい刺激を感じ
たり新しい表現に触れ発見したりすること、支援者のスキルアップの3つの目的を持って取り組
みました。7回のワークショップと、広島市ピースアートプログラム アート・ルネッサンスと
の協働で県外から講師を招いた創作活動支援セミナーとワークショップを実施しました。人材
育成では、アートに関する権利保護セミナーを開催し、アートにまつわる権利や、本人の意志
決定支援について学びました。相談窓口には、個人からの相談が増えており、サポートセン
ターの認知の広がりを感じると同時に、サポートセンターとしてどのように対応していく事が
出来るのかを検討していく必要性を感じています。また、企業や団体からのアートの2次利用に
関する相談が増えていることを踏まえ、アートに関する権利について丁寧に伝えていく大切さ
を改めて感じています。 

　文化庁令和元年度障害者による文化芸術活動推進事業（文化芸術による共生社会の推進を含
む）では、一般社団法人舞台表現制作室無色透明と協働で舞台表現（演劇）に取り組みまし
た。これまで継続して取り組んできた、障がいのある人とともにつくる作品づくりに加え、日
常的に演劇の手法を用いて人とつながる経験のできる演劇クラブを毎月開催、活動を広げる取
り組みとして県外公演及びシンポジウムの開催（松山市）、福祉と演劇の専門知識を持つ人材
の育成に取り組みました。年を増すごとに、参加希望者が増えてきています。初めて参加する
人に加え、継続して参加する人・活動に関わる人も増えてきています。また、事例発表の依頼
も多方面からくるようになり、改めて、この活動の注目度、意義を感じています。活動を継続
していくための努力を引き続き行なっていきたいと思います。 
また、法人のアートによるまちづくり事業と協働し、まちづくりに関わる事業を実施しまし

た。アートの社会的関心が高まり多様なニーズが生まれてくる中で、アーティストの表現や思
いを大切にすることについて、多くの人と一緒に考えていくことの大切さを実感しました。 
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　　　3-1-1-4-1  広島県受託事業詳細　[令和元年度広島県障害者芸術文化活動支援事業]   
　　【事業費：7,480,124円】 

18

事業目的
○   障がい者芸術文化活動に関わる、活動基盤の充実・強化。 
○   アートに関する、相談窓口。 
○   今後の障がい者アートのあり方を考え、目標を共有します。

実施日時 2019年4月1日～2020年３月31日

実施場所 広島市心身障害者福祉センター、福山市ものづくり交流館、おりづるスポーツ交流センター、尾道市市民会
館、広島市南区民文化センター、ギャラリーミヤウチほか

実施内容

⑴広島県アートサポートセンタ-の運営 
広島県「令和年度障害者芸術文化活動事業」を受託し実施。アドバイザー(相談員)2名(兼務）を配置。 
⑵障がい者アートに関する普及・啓発と情報発信 
関係団体やイベント・セミナーにてパンフレットを配布。 
ホームページ、Facebookなどで情報を発信。 
年間発信数：ホームページ190件、Facebook194件 
アクセス数：ホームページ59,226件、Facebook21,065件　合計80,291件 
⑶障がい者アートに関する相談窓口 
電話、ホームページ、訪問、出張相談日（2回）を通して相談を受付、対応。(新規相談数：45件) 
⑷人材育成事業　 
　●「障がいのある人のアートに関する権利保護セミナー」を1回開催 
     参加者：20名 
   講師：弁護士　三浦友美氏、知的財産研究家　加藤直規氏、弁護士　水島俊彦氏 
　 【コロナウィルス感染拡大防止の為、中止した事業】 
 ・アートに関する権利についての勉強会　講師：三浦友美先生 
⑸創作活動支援 
　●創作活動支援セミナー「いろーてかんじる」実施回数：2回 
　　※広島市ピースアートプログラム アート・ルネッサンスと協働開催 
対象：障がいのある人、障がいのある人のアートを支援している人、興味のある人 
参加者：障がいのある方19名、支援者・その他27名　計46名 
講師：日本女子大学名誉教授　美術家　西村陽平氏 

　●ワークショップの開催　実施回数：7回 
　  対象：障がいのある人、障がいのある人のアートを支援している人、興味のある人 
参加者：94人（障がいのある人　55人） 
講師：にいのべちよ氏、橘篤史氏、粕谷周司氏、池田吏志氏、西本真祐子氏、今井みはる氏 

　●指導者派遣　実施回数：打ち合わせ2回、講師派遣3回 
　 【コロナウィルス感染拡大防止の為、中止した回数】打ち合わせ１回・講師派遣２回 
⑹ネットワークの強化 
　 協力委員会議：実施回数：1回 
　 創作活動見学と支援者会議　実施回数：3回 
　 全国連絡会議への出席、連携事業への協力　　など 
【コロナウィルス感染拡大防止の為の中止した事業】 
・創作支援見学と支援者会議：1回 
・体験ワークショップの講師による、情報交換・意見交換の会議：1回 
・協力委員会議：1回 

(7)その他 
　●新たな表現活動を探る事業 
　・ダンス体験ワークショップ　実施開催：１回　 
　　対象者：支援者・興味のある人　 
　　参加者：4名 
　　講師：荒川香代子氏 
　・ダンス＆美術表現ワークショップ「みつけよう♪わたしの色　わたしの動き」 開催回数２回　  
　　対象：障がいのある人、障がいのある人のアートを支援している人、興味のある人　 
　　参加者：39名（障がいのある人21名）　 
　　講師：荒川香代子氏、西本真祐子氏 
　●大学との連携事業 
　　鑑賞支援に関する基礎調査研究（継続） 
　　講師：広島大学教育学部准教授　池田吏志氏



　　　3-1-1-4-2  文化庁令和元年度障害者による文化芸術活動推進事業 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（文化芸術による共生社会の推進を含む）                                                                                            

【事業費：5,125,539円】 

事業目的

○   障がい者芸術文化活動に関わる、活動基盤の充実・強化。 
○ 障がいのある人とともに創る、表現する演劇を通して、多様な人がつながり相互
理解を深める共生社会の一つの形を示していきます。 
○   広島から発信する新しい形を、他地域に広めていきます。

実施日時 2019年7月12日～2020年３月31日

実施場所
広島市中央公民館、広島市心身障害者福祉センター、広島市東区民文化センター、
広島市南区民文化センター、シアターねこ（松山市）、愛媛県民会館
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実施内容

⑴演劇体験ワークショップ「広場をつくろう2019」3回 
開催日：2019年　9月1日、9月23日、10月22日 
講師：永山智行　氏（宮崎県：劇団こふく劇場代表） 
ファシリテーター：山田めい、坂田光平 
参加者：のべ92名 

⑵定期的な演劇体験の場づくりとして「演劇クラブ」の実施　8回（9月～1月）開
催　 
※全9回実施の予定が、コロナウイルス感染拡大防止の観点から、3月を中止とし、
全8回となる。 
開催日：2019年8月18日、8月24日、10月20日、10月27日、11月17日、12月
22日、1月19日 
講師：坂田光平（一般社団法人舞台芸術制作室無色透明） 
ファシリテーター：山田めい、藤井友紀（一般社団法人舞台芸術制作室無色透
明） 
参加者：のべ　102名　 

⑶取り組みを広める活動 
①県外公演「ウタとナンタの人助け」（松山市） 
公演日：2019年12月７日～８日　2回公演 
場所：シアターねこ（松山市） 
公演参加者（出演者）：23名　その他スタッフ5名、介助者・引率3名 
来場者数：2回公演90名（座席数：100席） 
公演前稽古：5回、約15時間。稽古参加者のべ102名 

②福祉×演劇×医療　セミナー＆シンポジウム 
開催日：2019年12月13日　19:00~22:00 
事例発表者：山田めい、坂田光平、赤澤　（世界劇団） 
シンポジウム登壇者：平田オリザ氏,  永山智行氏、 川口隆司 
モデレーター：岩﨑きえ（一般社団法人舞台芸術制作室無色透明代表） 
参加者：42名（定員40名） 

⑷障がいのある人とともに創る、表現する演劇　新作公演「ウタとナンタのさかの
ぼり」 
脚本：柳沼昭徳氏（烏丸ストロークロック代表） 
演出：永山智行氏 
プロデューサー：岩﨑きえ 
ファシリテーター：山田めい、坂田光平、藤井友紀 
公演稽古：全15回　約50時間 
稽古参加者：のべ700名 
公演参加者：27名 
公演：全３回予定　 
※コロナウイルス感染拡大防止の観点から、公演は中止。リハーサルを行い作
品映像を残す。創作過程のメイキングを作成。
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⑸人材育成 
事業全体を通した、演劇と福祉に精通する専門スタッフの育成 

⑹ネットワークづくり 
他県の演劇団体や障がいのある人とともに演劇に取り組んでいる団体のネット
ワークづくり会議にファシリテーターを派遣。 
他県で行われた、障がいのある人を対象にした演劇ワークショップにファシリ
テーターを派遣。 

(7)その他 
鑑賞支援として、タブレットによるリアルタイムでの字幕サポートの実施。 
障がいのある人とともに創る演劇事業に関する関係者会議の開催。 
事例発表の依頼ー共生フォーラム中四国ブロック、山口県社会福祉士会、厚生
労働省障害者芸術文化活動普及支援事業中国ブロックフォーラム（中止） 
再公演依頼ー厚生労働省障害者芸術文化活動普及支援事業中国ブロックフォー
ラム（中止） 
取材：松山公演・シンポジウムー愛媛新聞 

広島新作公演ー中国新聞（公演中止のため新聞掲載なし）

21



3-1-2　地域・社会啓発にぎわいづくりプログラム　＝まちづくりに関わる事業 
【事業費：170,265円】 

　3-1-3　地域協力プログラム　＝まちづくりに関わる事業 
【事業費：0円】 

今年度は、11月3日（日）「安佐南区民祭り」にきっず 組、11月9日（土）「さとうふれあ
いまつり」にきっず組とぽんぽんが参加しました。 

 

事業目的 啓発活動とあわせて、地域住民やボランティアとつながりを深めていきなが
ら、「ともに生きていく」地域づくりを目指します。

実施日時 通年

実施場所 NPO法人ひゅーるぽん

対象者 地域の人や団体、ボランティア

実施内容

地域啓発活動 
(1)はるまつり 
　日時：令和元年5月11日（土）11時～15時 
　場所：ひゅーるぽん敷地内 
　参加者：約100人 
　内容：ステージ、飲食、アートグッズ販売、ゲームコーナーなど 
(2)夏まつり 
　日時：令和元年8月23日（金）17時～20時 
　場所：ひゅーるぽん敷地内 
　参加者：約300人 
　内容：ステージ、飲食、ゲームコーナー、お化け屋敷、ギャラリーなど 
(3)もちつき（地域食堂と共催） 
　日時：令和2年1月18日（土）10時半～14時 
　場所：ひゅーるぽん敷地内 
　参加者：約200人 
　内容：もちつき、豚汁･きなこ餅･ぜんざい販売
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3-1-4 地域交流の場づくりプログラム　地域食堂「みんなおいでや」（試行実施） 
【事業費：57,043円】 

　スタッフ有志に加え３名の外部ボランティアの協力を得て試行的に実施しました。3月はコロナ
ウイルスの影響で中止となりましたが、大人188名、子ども116名、合計304名の参加（一回あた
りの平均：大人47名、子ども29名、総数76名）がありました。地域外からの参加も多数あり、回
を重ねるごとに、実施を楽しみにして参加される方や子どもたちもみられるようになりました。
また、参加者同士が話をされたり、時にはスタッフに対して子育ての相談をされたりする様子も
あり、イベント型のまちづくりプログラムとは違った、新たなつながりの場の可能性を感じまし
た。 
　一方で、従来とは異なる外部ボランティアも含めた自発協働型の運営であることから、衛生基
準の確保、スタッフの参加の仕方についてなど、課題も多くみられました。 
　来年度は、このプログラムの意義や役割を大切にしながら、これまでの形を踏襲しつつ、実行
委員形式で正規プログラムとして実施をしていくこととなりました。 

 

事業目的

○　ひゅーるぽんと地域・人がつながり、そのつながりを広げ深める。 
○　地域の人が出会いつながるきっかけの場とする。 
○　つながりの中で見えてくる地域課題を見つけ、解決に向けて動くきっかけの
場とするとともに、これらのプロセスを通して私たちの活動の方向性について
考えていく場とする。

実施日時 2019年11月～2020年3月（毎月第３土曜日）

実施場所 NPO法人ひゅーるぽん

対象者 地域の人、通所児・者、スタッフ、保護者などだれでも

実施内容

11月16日 
12月21日 
  1月18日（もちつき会と合同） 
  2月15日
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3‒2 ボランティア育成プログラム 
　　＝ボランティアボランティアおよびボランティア団体の参加・育成支援、そのため
の助言に関わる事業 

【事業費：106,895円】 
今年度は、ボランティア募集のポスターとチラシを作成し、夏と秋の２回、安佐南

区、安佐北区の高校と大学へ広報を行いました。単発的な参加者が多い傾向にありま
したが、メールで活動情報を発信するなどをし、継続的な参加につながるよう関わり
を持ちました（参加のべ209名）。また、ボランティアに参加した学生が新たに友達を
紹介してくれるケースもありました。このようなつながりをもっと広げていけるよう
に、参加募集の活動を行いながら、いろいろな情報を発信していきたいと思います。ま
た、窓口となってくださる学校の先生方との顔の見える関係をつくることも大切だと改
めて感じ、次年度もしっかり取り組んでいきたいと思います。 

　3-２-1 ボランティアセンタープログラム 
　　　＝ボランティアおよびボランティア団体の参加・育成支援、そのための助言に関
わる事業 

【事業費：0円】 

 

事業目的

○　ボランティアに関心のある人々を巻き込んでいきながら、学び・学び合いの 
　場を提供していきます。 
○　私たちが展開する様々なプログラムに参加することを通じて、 
　ボランティア・市民活動について相互に学び合う場を作ります。

実施日時 通年

実施場所 NPO法人ひゅーるぽん

対象者 学生、企業など

実施内容

⑴各拠点の日常的な活動や、行事等へのボランティアの積極的な受け入れ 
⑵中学生～大学生の職場体験実習やボランティアの受け入れ 
⑶単発的なメールマガジンの配信による活動の発信や行事の案内 
⑷安佐南区・安佐北区の高校や大学への広報活動
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3-2-2　ボランティアコーディネーター養成講座　 
＝ボランティアおよびボランティア団体の参加・育成支援、そのための助言に関わる事業 

【事業費：0円】 

3-2-3　広島市災害ボランティア活動連絡調整会議プログラム  
        ＝緊急・災害時の支援に関わる事業 

【事業費：０円】 

事業目的

○ ボランティアコーディネーターの知識を深めるとともに、実践力を身につけた
コーディネーターを育成することで、各団体におけるボランティア受け入れ資
質の向上と市民活動の充実を図ります。 
○ 広島の各現場で活動するコーディネーター同士が日常的につながることで、連
携によるコーディネートを可能にするとともに、協働によるまちづくり活動を
実施します。

実施日時 通年

実施場所 広島市総合福祉センター

対象者 ボランティア、施設、企業、団体など

実施内容

○ 実施日時：　　　　 
 １回目　2019年2月17日（月）19:00~20:30 
 ２回目　2019年3月  4日（水）18:30~20:30  ※新型コロナウィルスの影響により中止 
○  参 加  者：14名 
○  内　　容：「ボランティアコーディネーターの役割と必要性について」 
○  講　　師：古田公民館　社会教育主事　爲政　久雄　氏 
※この事業は広島市社会福祉協議会との共催事業として実施しました。

事業目的 「広島市災害ボランティア活動連絡調整会議」構成団体として、協働しながら災
害に備え、災害時にはその対応にあたります。

実施日時 通年

実施内容

広島市では調整会議が主体となってボランティアセンターを立ち上げるような大
きな災害は幸いにしてなかったため、以下の定例会議等に出席しました。 
6月 5日　定例会（広島市総合福祉センター） 
7月20日　災害シンポジウム（広島市総合福祉センター） 
2月 4日　定例会（広島市総合福祉センター）
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3-2-4　その他　講師・委員派遣　＝その他、本法人の目的を達成するために必要な事業 
【事業費：0円】

事業目的 講師や委員の派遣、受け入れを通して、社会啓発、ボランティア・NPO活動
を推進するための社会基盤整備、まちづくりに関する提言を行います。

実施日時 通年

実施場所 広島県内および県外

実施内容

（委員派遣） 
広島市社会福祉審議会 
全体会、子ども子育て専門部会、高齢福祉部会、地域共生社会実現計画策定委員
会　 
広島市安佐南区まちづくり懇談会 
広島市災害ボランティア連絡調整会議 
広島市社会福祉協議会基金管理運営委員会 
広島市社会福祉協議会ボランティア情報センター運営委員会   
広島市社会福祉協議会理事会 
広島市社会福祉協議会地域福祉推進・活動拠点づくり助成事業 
広島市社会福祉協議会総合企画委員会 
福祉教育推進事業紹介パンフレット作成に関わる検討会議 

（役員協力） 
広島市社会福祉協議会理事 
広島市安佐南区社会福祉協議会評議員 
コミュニティ未来創造基金評議員 
広島市高取北・安西地域包括支援センター相談協力員 
フリースクールと広島市教育委員会の意見交換会 
CDSJ「放課後等デイサービスガイドライン策定」関連会議（京都） 

（講師派遣） 
比治山大学ボランティアワーク 
広島文化学園大学 
広島市立大学「NPO論」「市立大学塾」 
東区民生委員児童委員協議会研修会 
広島県障害者アートフォーラム 
【演劇×福祉×医療】連携から生まれる新しい現場　 
                         ～人と人とのアクセシビリティ～　パネリスト（松山） 
地域共生フォーラム岡山　中四国ブロック事例発表　 
                      ～「障がいのある人と共につくる演劇」について（岡山市） 

（その他） 
　広島県健康福祉局長視察受け入れ 
アジア保健学院広島研修受け入れ 
広島県あいサポートアート展審査員 
など
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3-2-5 職場体験・実習生等の受け入れ =その他、本法人の目的を達成するために必要な事業  
【事業費：0円】 

⑴職場体験　　　　　　広島市立城山北中学校　　　　　　　　　　　2名（ 2日） 
　　　　　　　　　　　広島市立安佐中学校　　　　　　　　　　　　3名（ 2日） 
　　　　　　　　　　　広島市立城南中学校　　　　　　　　　　　　2名（ 1日） 
⑵実習　　　　　　　　広島文化学園大学　　音楽療法実習①   　 　 8名（ 5日） 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　音楽療法実習②    　　 8名（ 5日） 
　　　　　　　　　　　広島国際大学　　　　保育士実習　　　　　　1名（12日） 
　　　　　　　　　　　県立広島大学　　　　社会福祉士実習　　　　1名（15日） 
⑶インターンシップ　　県立広島商業高等学校　　　　　　　　　　　３名（ 1日） 
⑷研修受入　　　　　　アジア保健研修所　インターン広島研修　　１３名（ 1日） 
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令和元年度　活動実績　　 

1.年間活動時間  4,323時間 
　【内訳】 

①運営に係わるプログラム　　　 会議日         117時間 

②コミュニティスペースプログラム　　 4,206時間 
  ■ひよこ組　　1,339時間 
  ■きっず組　　1,379時間 
 　  ■ぽんぽん　　1,488時間 

③まちづくりプログラム 2,401時間 

④ボランティア育成プログラム 167時間 

2.ボランティア年間活動参加のべ人数      
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　402名 
 　■センター 212名 
 　■ぽんぽん ０名 
 　■まちづくり 193名 

3.会員登録数 106名 
 　■正会員 　28名 
 　■賛助会員 78名 
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