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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 

項　　　目 予算額
大阪市鶴見区役所地域活動
　　協議会に対する補助金
緑ふれあいトレーニングハウス 192,000
緑コミュニティランチサービス
　　　　　と　宅配売上
緑コミュニティサロン売上 600,000
緑納涼盆おどり大会 4,100,000
緑いどばたクラブ 270,000
緑桜まつり 410,000
敬老の集い町会寄付金 400,000
新年互礼会参加者会費 810,000
成人式町会寄付金 40,000
コミュニティ回収 1,180,000
生涯学習ルーム事業 45,000
児童いきいき放課後事業 100,846,625
児童いきいき放課後事業
　　　　延長保育料
大阪市鶴見区みどり小学校
体育施設開放事業
地域福祉活動助成金 290,000
地域福祉活動売上金 790,800
前年度繰越金 3,426,029
雑収入 0
受取利息 100
合　　　計 118,234,002

2,969,448

884,000

850,000

130,000

科　　　　目 特定非営利活動に係る事業 その他の事業 合　　計

　　事業仕入 2,712,187 2,712,187
　　人件費 2,404,440 44,075,171 46,479,611
その他の経費 7,356,964 2,667,052 10,024,016
事業費計 12,473,591 46,742,223 59,215,814

　　人件費 1,985,224 8,882,991 10,868,215
　　その他の経費 2,726,022 6,486,168 9,212,190
管理費計 4,711,246 15,369,159 20,080,405

経常費用計 17,184,837 62,111,382 79,296,219

当期正味財産増減額 2,252,590 -634,702 1,617,888
前期繰越正味財産額 4,755,613 -1,397,815 3,357,798
時期繰越正味財産額 7,008,203 -2,032,517 4,975,686

2.管理費

1.事業費

事　業　名 予算額 うち補助金額

青色防犯パトロール 258,390 118,675
はぐくみ事業 20,000 0
緑クリーン事業 50,000 0
Jr.防災リーダー養成と防災事業 313,760 235,320
緑ふれあいトレーニングハウス 400,500 200,250
緑コミュニティランチサービスと宅配 733,895 290,447
緑コミュニティサロン 429,195 124,597
緑健康フェスタ 100,000 40,000
緑納涼盆踊り大会 3,800,200 1,088,500
地域広報活動 147,000 110,250
緑地震そなえ隊2018 33,600 25,200
緑・桜まつり 275,200 0
緑いどばたクラブ 311,347 83,600
緑・敬老のつどい 527,440 58,720
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） 97,305,355 0
児童いきいき放課後事業 延長保育人件費 1,500,000 0
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
次年度繰越 0 0
租税公課 6,400,000 0

事業費計 115,734,002 2,375,559
運営経費 2,500,000 593,889
合　　　計 118,234,002 2,969,448

スタートアップの 5年間から事業充実・飛翔のステージへ 

「NPO法人 緑・ふれあいの家」総会が、5月 11日 19時半から、緑社会福祉会館にて開

催されました。久木理事長他、理事各位、並びに各事業部長等、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、5 年間の確かな一歩一歩の

事業展開を振り返りつつ、今後も引き続き重点的に取り組む喫緊の課題「高齢化社会対

策事業」と「子育て支援事業」を含む、30 年度事業活動方針が示されました。その後、来

賓の紹介の後、議案審議に入りました。議案は 29 年度の事業報告から、決算報告並び

に会計監査報告がまとめて審議され全会一致で承認されました。続いて 30 年度の事業

計画、予算案も一括して審議され全会一致の承認となり、その後、30 年度理事退任・役

員一覧、組織体制等の議題が承認され、30 年度の事業推進に向け、各参加者の決意を

感じあう中、全員の拍手を持って総会終了となりました。なお、決算詳細は緑ホームペー

ジに掲載しております。                        広報副委員長 内野芳徳 

科　　　　目 特定非営利活動に係る事業 その他の事業 合　　計
1.受取寄付金 5,341,850 5,341,850
2.受取補助金 5,221,683 5,221,683
3.事業収益 5,368,387 59,966,680 65,335,067
4.その他の収益 3,505,507 1,510,000 5,015,507

経常利益計 19,437,427 61,476,680 80,914,107
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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  グリーンランドみずき 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

 7/1(日) 13:00～  青少年健全育成鶴見区民大会  鶴見区民センター

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

 7/8(日) 9:00～  鶴見区バドミントン大会  鶴見スポーツセンター

 7/14（土）・15（日）  緑・納涼盆おどり大会  緑地西部コミュニティ広場

 7/29(日) 9:00～  鶴見区卓球大会  鶴見スポーツセンター

 8/5（日） 9:00～  第14回4区親善バレーボール大会  鶴見スポーツセンター

 8/19(日) 9:00～  鶴見区中学生親善スポーツ大会  未定

 8/19(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 20日鶴見緑地第一運動場 

で「第 44回区子連キック・ソフトボ 

ール大会」が開催され、緑連合 

子ども会からもソフトボールチー 

ムが出場しました。今回の大会出 

場にあたり、この春新体制となっ 

た緑チームではキャッチャーが 

未だ決まっておらず、大会 1週間 

前に手を上げてくれたのが 5 年

生。週末・放課後の練習を経て当日の試合を迎えました。不慣れながらもしっ

かりとした構えやよく響く捕球音を鳴らし、力強いプレイ姿に頼もしさを感じま

した。秋季大会での更なる向上を目指して練習に励んでいます。ソフトボール

チームでは子どもたちの頑張りを応援してくれる指導者さん、一緒にプレイす

るチームメイトを募集しています。また、今回人数不足で出場がかなわなかっ

たキックベースボールチームですが、昨年の秋季大会では優勝し、今年は優

勝旗の返還を行うため、出場に向けて部員募集中です。やってみると楽しい

キックベース。運動苦手な子でも大丈夫です。現チームはまだ人数不足でも

「めざせ金メダル」を合言葉に頑張って練習をしています。 

両チームとも週末にみどり小学校校庭や多目的広場で練習をしています。 

いつでも見学に来て下さい！ 

【身を削るのは誰のため？】 

ローソクやチョーク、消しゴムは、人の役に立つために身を削り、

だんだん小さくなっていきます。でも、身を削って働いたために、

お父さんが小さくなってしまった、という話は聞いたことがありませ

ん。それにしても、毎日大変な苦労をして働いていたら、やせ細

って小さくなってしまっても不思議ではないはずです。そうならな

いのは、お父さんの苦労がちゃんと報われているから。家族の笑

顔や喜ぶ姿、お父さんへの感謝の言葉が、疲れを癒し苦労を吹

き飛ばしてくれるからこそ、毎日一生懸命に働けるのです。家族

の幸せのために身を削る思いで働くお父さんを、本当に削ってし

まわないためには、みんなが明るい笑顔で喜び、感謝する家庭を

つくることが大切なのです。 

そう言っているお母さんに、お父さんはいつも心から感謝！ 

えっ？ 削ってほしい身もあるって？ 

お父さん、それはお腹の脂身。自分で何とかしてください。 

 

「パラリンピック」2014年のリオ・オリンピック大会以後、よく聞くフレーズとなりました。 

では、パラリンピックとはどのような大会でしょう？ 

既に、ご存知ですね。知的・身体的に障害を持つ人たちが参加する最高峰のスポ

ーツの総合競技大会です。当初は、オリンピックとは全く別で大会名も「国際ストー

ク・マンデヴィル大会」という名称での開催でした。 

「パラリンピック＝Paralympic」その名称の持つ意味は？ 

「パラリンピック＝Paralympic」という名称ですが、実は 1964 年の東京大会の為に日

本で命名されたものなのです。当時の意味はストーク・マンデヴィル大会(車椅子の

競技会)＝Paraplegia(対まひ者)の Olympic=Paralympic という意味でしたが、麻痺者

のみの大会ではなく、全障がい者の大会とするべく 1985 年にギリシャ語の「Para(沿

う、並行)」+Olympic と解釈を変更し、今の「Paralympic」という名称となりました。 

「パラリンピック＝Paralympic」という名称、その元は東京大会の為に日本で命名され

たものなのです。 

5月 27日に 3回目の みどり健康フェスタが、みどり小学校

にて開催されました。緑・大運動会と１年おきに催されるみ

どり健康フェスタは、地域住民の健康増進・健康意識の高

揚を願い企画されています。内容は健康チェック系が「3D

ボディチェック・ツーステップテスト・血管年齢測定・閉眼片

足立ち」など8種類、体力測定系では「垂直飛び・反復横跳

び・握力測定」など 5 種類、スポーツ体験として「スリーアイ

ズ・フロアカーリング・スピードスタックス・ストレッチ」の 4 種

類と福祉器具の展示を含め、計 18 種の多様な測定・体験・

展示コーナーが設けられ、来場者はそれぞれ自分が知りた

い測定コーナー、やってみたいスポーツ体験コーナーを訪

れていました。また、「健康測定が楽しみ」「毎回色々と趣向

が変わっているね」などの感想を 

いただきました。健康フェスタを 

きっかけに、楽しめる運動が根付 

いた、健康的な生活がおくれる 

「緑地域」になれば良いですね。 

6月 18日、大阪で震度 6弱の直下型地震が発生したのは記憶に新し

いところです。今後、それ以上の地震が発生する可能性を考えて、対

策を一緒に考えませんか？ 震災は『対岸の火事』ではありません！ 

防災知識を高め、実行しましょう！ 

 貴方が知っている知識も、今、実行しなければ意味がありません。 

防災訓練に参加し、協力し合う頼もしい環境を作りましょう！ 

 防災訓練は、自分や家族、近所の誰もが助かるための方法を皆で

考え検証する場です。貴方の大切な人たち、今のままで守れますか？ 


