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（１） 地域福祉文化部会 

地域福祉、文化教育をテーマとする 

民生委員会 

ネットワーク委員会 

保護司会 

母と子の共励会 

視聴覚教育協議会 

生涯学習推進員連絡会 

振興町会 

老人クラブ 

NPO法人緑・ふれあいの家 

（緑地域活動協議会） 

理事長 久木 勝三 

広報委員会 

大阪市鶴見区緑 3-3-3 

電話（06) 6915-6333 
 Verde 

「NPO法人 緑・ふれあいの家」第 5期総会が、5月 26日、緑

福祉会館にて開催されました。久木理事長ほか、役員各位な

らびに各部長、そして多数の住民有志の方々の出席を得て開

会となりました。まず、理事長から、国や大阪市が少子高齢化

社会政策として重点的に取り組む「高齢化社会対策事業」と

「子育て支援事業」を含む、NPO 法人としての 29 年度事業活

動方針が示されました。要旨は、本事業活動を緑地域から鶴

見区全域へ、大阪市他区にウイングを広げつつ、事業活動の

中核となる人材の確保、他地域・法人との連携・協業に力を入

れていきたい。その上で、既存の各事業活動や新たなる地域

活動・事業の発展を図り、緑地域の人々に貢献するNPO法人

を目指したい旨の方針発表がありました。続いて議案審議に

入り、28年度事業報告・承認、決算報告・承認などの後、29年

度の事業計画が提案され、本事業の予算案とともに各質疑応

答を経て参加者全員の拍手の下、承認となりました。最後に

来賓の区役所から、本 NPO 法人の地域に密着した日々の活

動と先進的な取組には、敬意をもって区役所もしっかり応援・

連携していきたいとのエールがあり、閉会となりました。 

 

５月 21 日、鶴見緑地第一運動場にて、第 44 回鶴見区子連

春季球技大会が行われました。緑校下からは、キックベース

ボールチームが出場し、見事銅メダルを獲得することができ

ました。応援に来てくださった方々の声援が子どもたちの力と

なり、予戦リーグでは、今津・茨田西に対し大差で圧勝しまし

たが、決勝トーナメントで横堤に７対８と、あと一歩のところで

追いつけず惜しくも敗退となりました。しかし、３位決定戦で

は、最後の力を振りしぼり、鶴見南に対し 10 対０で快勝！ 

監督をしている長野です。キックベースは 10 人で楽し

む子ども会主催のスポーツです。現在 6年＝6人、5年

＝3人、4年＝0人、3年＝2人(男の子 1名）、2年＝0

人、1年＝0人、合計 11人で活動しています。6年生と

男の子が卒団した後は 4 名のみになり、来年以降のチ

ームの存続が危ぶまれています。チームの目標は、鶴

見区春季大会での初優勝！鶴見区代表で大阪市各

区大会に出場することです。またスポーツを通じて、勝

つことの喜びや楽しさ、負けたときの悔しさ、親と子ども

が喜び・楽しみを分かち合い、友達をふやし、色々な

キックベースのルールもわからないまま入団しましたが、監督・コー

チ・保護者さんが優しく教えてくれました。試合前には、親子対決

したり、親も子どもも一緒にモチベーションを上げたりもします。身

体が辛い時もありますが、今、子どもと一緒に出来る 1 つの思い出

作りなのだと考えると、私も頑張れます。季節毎にあるイベントで

は、私も子どもみたいに楽しんだりしています。学校以外での子ど

もの姿・仲間との団結力。子どもなりの方法で 1つ 1つ大きく成長し

ていく姿を見る事が出来ます。私は、子どものお陰でたくさんの人

たちに出会い、支えてくれて感謝しています。子どもが成人して楽

しかった・辛かった日々の思い出話を仲間としている事を想像する

と楽しくなります。これからも小学生時代の 1つの思い出として楽し

んで欲しいと思います。 

娘がキックベースを始めたのは今年 3 月でした。ルールも何も知ら

ず入った娘を監督、コーチ、チームメイト、チームメイトの保護者の

方々は温かく迎えて下さいました。ルールも曖昧なまま練習試合に

も出させて頂き、ミスをしても、「大丈夫。ドンマイ！」と不安がってい

る娘に声を掛けてくれるチームメイトに囲まれ、迎えた 5/21 の大会

では見事銅メダルを獲得する事ができました。金メダル目標に日々

の練習を頑張っていた子どもたちにとってはとても悔しい結果となり

ましたが、娘にとっては幼少期より持病がある中、皆さんにご心配ご

迷惑をお掛けしながらの試合でしたので、メダルを獲得できた事自

体が自信となった様で今までにない素敵な笑顔を見る事が出来ま

した。娘がキックベースに出会っていなければ、きっとこんな笑顔を

見る事が出来なかったのだと思うと、こんな素晴らしい素敵な出会

いに感謝しています。 

今 5年生の娘は 2年生の時からキックベースをしています。今

までにも辞めたい気持ちになったり、また楽しくなったり…の繰

り返しですが、ありがたいことに、この 4 月から同級生も入部し

て仲間が増え、今はやる気スイッチが入っています♪ 今大会

では優勝できず悔しい気持ちがあるので、秋の大会に向け

て、また頑張ってくれると思います。娘が、中学生、高校生にな

った時に、キックベースをしていたことが、すごくいい経験にな

ったと言えるはず。監督をはじめ、キックベースに関わってくだ

さる大人の方に感謝の気持ちを持って、さらなる子どもたちの

団結力に期待します。 

科　　目 非営利活動の事業 営利活動の事業 合　　計
受取寄付金 3,625,600 0 3,625,600
受取助成金 4,082,902 0 4,082,902
事業収益 5,046,473 57,452,533 62,499,006
その他の収益 4,395,921 657,500 5,053,421
経営収益　計 17,150,896 58,110,033 75,260,929

科　　目 非営利活動の事業 営利活動の事業 合　　計
【事業費】
仕入 2,504,349 0 2,504,349
人件費 1,913,769 42,262,759 44,176,528
その他の経費 5,908,196 2,227,553 8,135,749
事業費　計 10,326,314 44,490,312 54,816,626
【管理費】
人件費 1,049,873 7,784,671 8,834,544
その他の経費 3,125,131 6,304,176 9,429,307
管理費　計 4,175,004 14,088,847 18,263,851
経常費用　計 14,501,318 58,579,159 73,080,477

2,180,452
1,177,346
3,357,798

当期正味財産増加額

次期繰越正味財産額

前期繰越正味財産額

現在のチームにとっては、初のメダル獲得です。昨年は一

勝も出来ず悔しい思いをしてきた緑チームですが、今大会

に向け練習試合を積み重ね、力をつけてきました。監督・子

どもたちも優勝を目指していただけに、悔しい結果とはなりま

したが、ライオンズ秋季球技大会に向け、また一段と団結し

頑張ってほしいです。グラウンドで一生懸命プレーする子ど

もたちの姿に、祈るような保護者のまなざし。親子で熱くなれ

た思い出の一日となりました。 

経験を得て卒団するころにはキック楽しかった・やって

てよかったと言ってもらえるようなチーム作りも目標のひ

とつです。体を動かすことが好きな女の子、運動が苦

手な女の子、低学年でも誰でも楽しめますよ！みどり

小学校に通っている女の子！1 年生から 6 年生まで、

大大大募集しています。一人ででもお友達と一緒にで

も、是非一度キックを体験しに来てください。 

 

※下記は、在籍児童保護者さんの感想です。 

 

項　　　目 予算額 うち補助金額
青色防犯パトロール 192,390 106,975
緑・クリーン事業 50,000 0
Jr.防災リーダー養成講座
防災訓練事業

313,760 235,320

緑・ふれあいトレーニング
ハウス事業

281,300 126,250

緑・コミュニティランチと宅配
サービス事業

906,795 379,147

緑・コミュニティサロン 529,195 174,597
緑・大運動会 670,000 205,000
緑・納涼盆おどり大会 3,440,200 908,500
地域広報活動 273,000 204,750
緑・地震そなえ隊2017 213,600 160,200
緑・桜まつり 275,200 0
緑・いどばたクラブ 311,347 83,600
緑・敬老の集い 510,777 50,388
新年互礼会 810,000 0
成人式 45,000 0
コミュニティ回収 640,000 0
生涯学習ルーム事業 45,000 0
児童いきいき放課後事業
（消費税含む）

55,305,355 0

児童いきいき放課後事業
延長保育人件費

1,500,000 0

大阪市鶴見区みどり小学
校体育施設開放事業

130,000 0

地域福祉活動 1,458,120 0
事業予備費 2,341,422 0

租税公課 4,200,000 0

事業費計 74,442,461 2,634,727

運営経費 2,500,000 658,681
計 76,942,461 3,293,408



                     Verde 緑広報 第 22号                          平成 29年 7月 1日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開催日 行事名 開催場所

 毎週日曜日  日曜ふれあい喫茶  緑ふれあいの家

 毎週水曜日  子ども見守り隊  通学路要所

 毎週木曜日  緑ふれあいランチサービス  緑ふれあいの家

 毎週火・木曜日  緑ふれあいトレーニングハウス  グリーンランドみづき 他

 毎月第3火曜日  囲碁・将棋友の会  緑ふれあいの家

 毎月第3木曜日  子育てサロン  緑福祉会館

 毎月第4木曜日  ステップ教室  緑ふれあいの家

 偶数月第2土曜日  緑いどばたクラブ  緑ふれあいの家

 奇数月第4日曜日  地域一斉美化活動  緑地域全域

        適時  地域防犯パトロール  緑地域全域

 7月某日  市長杯軟式野球大会決勝  緑地第2運動場

 7/8(土）・9（日）  区青指事業ふれあいキャンプ  ユニトピアささやま

 7/9（日） 13:00～  青少年健全育成鶴見区民大会  鶴見区民センター

 7/15（土）・16（日）  緑・納涼盆おどり大会  緑地多目的広場

 7/20～31　6:30～  ラジオ体操  緑地多目的広場

 8/6（日） 9:00～  第13回4区親善バレーボール大会  鶴見スポーツセンター

 8/8(火) 21:00～  こどもの環境ととのえ隊  鶴見緑地

 8/20(日) 9:00～  鶴見区中学生親善スポーツ大会  未定

 8/20(日) 9:00～  市長杯予選鶴見区ソフトバレー大会  鶴見スポーツセンター

NPO 法人 緑・ふれあいの家  ホームページ 
http://midorihureainoie.jimdo.com/ 

フェイスブック・ブログもあります。ホームページからご覧ください。 

本紙へのご意見・お問い合わせは、NPO 法人 緑・ふれあいの家へ 

直接お電話いただくか、HP のお問い合わせフォームからお願いいたします。 

5 月 28 日、晴天に恵まれ、緑・大運動会が行われました。

緑マーチングバンドの演奏にあわせて、国旗、町会連合

旗を先頭に、バトン、各町会の選手団が入場行進を行いま

した。開会式のあと、小学生の徒競走からプログラムがスタ

ート。町会対抗の競技は白熱し、大いに盛り上がりました。

中でも棒引きにおいては、予選・決勝戦ともに、全力を出

し切った戦いぶりにはドキドキする場面もあり、参加者の皆

さんは土まみれになっていました。親子徒競走は、コース

途中で待つ親御さんのところまでお子さんの可愛いかけっ

こ、そのあと親御さんがおんぶやだっこ、わきに抱えての

猛ダッシュするなど、特にお父さん方のハリキル姿には目

を見張るものがあり、中にはそのまま親子もろとも転ぶとい

うアクシデントもありましたが、幸いケガにはいたらずほっと

しました。中学生による樽ころがしは、樽の転がし方がむず

かしく、皆さん苦戦していましたが、最後まであきらめず奮

闘していました。紅白玉入れやパン食い競走、借り物競

走、風船割り競走など、老若男女それぞれが楽しんでいま

した。真夏日となる気温上昇に水分補給を何回も呼びか

けたおかげもあり、大きな事故もなく、無事に終えることが

できました。今大会の結果は１南町会が優勝、3 町会が準

優勝、3西町会が 3位となりました。 

さあ、次は 2年後。どの町会が優勝するのでしょう？ 

5 月 13 日、土曜授業ゲストティーチャーと

して、3 年生を対象にクラフト作りを行いま

した。子どもたちは、熱心に取り組み、保

護者の方も一緒に楽しい時間を過ごしまし

た。今年もジュニアクラフト教室を 7、8、

10、11、12月に企画しております。 

6/5(月) 19:00～  大人 

6/10(土) 13:30～ 子ども 

6/12(月) 19:00～ 大人 

6/17(土) 15:00～ 子ども 

6/19(月) 19:00～ 大人 

6/26(月) 19:00～ 大人 

7/1(土) 13:30～  子ども 

7/3(月) 19:00～  大人 

7/8(土) 13:30～  子ども 

7/10(月) 19:00～ 大人・子ども 


