
文書№：01 次第.doc  2010 年度総会̶次第 01/14 

 

2010/05/19  ながのボランティア・市民活動支援ネットワーク 

 

２０１０年度（第８期）総会 
■日時・場所 

日時：２０１０年 ５月１９日 水曜日 １５：３０～ 

場所：長野市ふれあい福祉センター ４階 

 

■配布資料 

１．次第 

２．２００９年度（第７期）事業報告書 

３．２００９年度（第７期）決算報告書 

４．監査報告書 

５．２０１０年度（第８期）事業計画書 

６．２０１０年度（第８期）予算計画書 

 

■次第 

１．開会  

 

２．代表挨拶  

 

３．議長選任  

 

４．議題採択  

 

５．審議  

１．２００９年度（第７期）事業報告書（案）承認の件 

２．２００９年度（第７期）決算報告書（案）承認の件 

３．２０１０年度（第８期）事業計画書（案）承認の件 

４．２０１０年度（第８期）予算書（案）承認の件 

 

６．報告・連絡事項  

 

７．閉会  

 



文書№：02 事業報告書-001.doc  2010 年度総会‐第１号議案 02/14 

 

2010/05/19  ながのボランティア・市民活動支援ネットワーク 

 

２００９年度（第７期）事業報告書‐１ 
 

■事業報告 

１．総会の開催 

２００８年 ５月２０日（水） １５：００‐１５：３０ 

場所：長野市ふれあい福祉センター ５階 ホール 

 

２．理事会の開催 

日時：第 １回理事会 ２００９年 ４月 ２日（水） １７：００～１８：３０ 

第 ２回理事会 ２００９年 ５月２０日（水） １７：２０～１８：３０ 

第 ３回理事会 ２００９年 ９月 ２日（水） １６：００～１８：００ 

第 ４回理事会 ２００９年 ９月２６日（土）  ９：３０～１０：３０ 

第 ５回理事会 ２００９年１１月１３日（金） １７：００～１９：００ 

第 ６回理事会 ２００９年１１月２１日（土） １６：３０~１７：１５ 

場所：長野市ふれあい福祉センター内 

 

３．委員会による事業 

（１）第１委員会 ［経営資源提供システムづくり事業］ 

①資源提供の登録、斡旋  月例情報市場で情報提供し調整 

日時：毎月第３水曜日 １５：３０～１７：００ 

（２）第２委員会 ［支援ファンドによる活動支援事業］ 

①支えあい応援金による活動支援 

日時：募集期間 ２００９年１０月１６日～１０月２３日 

 審査 １次書類審査‐２００９年１０月下旬、 

  ２次公開プレゼンテーション審査‐２００９年１１月２１日 

（３）第３委員会 ［ネットワークづくり事業］ 

①月例情報市場の開催 

日時：毎月第３水曜日 １５：３０～１７：００（理事会前） 

②シンポジウム「全部見せます！ 支援ネット」の開催 

日時：２００９年 ５月２０日 １６：００～１７：００ 

 

４．その他の事業 

（１）対外活動 

①小諸市ボランティアセンター交流活動 

②豊野中学校ボランティア講座 

③サンアップル ボランティア研修会 

④障害就労施設 YUI「身だしなみ」講座 

⑤第３４回信州発ボランティア・地域活動フォーラムｉｎ北安曇 

⑥瀬脇地区講演会 

⑦財団法人さわやか福祉財団 ワークライフバランス推進セミナー 

 



文書№：03 事業報告書-002.doc  2010 年度総会‐第１号議案 03/14 

 

2010/05/19  ながのボランティア・市民活動支援ネットワーク 

 

２００９年度（第７期）事業報告書‐２ 
 

■事業名 

２００９年度総会の開催 

 

■担当委員会名 

理事 

 

■事業報告 

（目的） 

２００８年度の事業報告及び決算報告の承認 並びに ２００９年度の事業計画及び予算の承認をいただくことを目的とす

る。 

（日時） 

２００９年 ５月２０日（水） １５：３０‐１６：００ 

（場所） 

長野市ふれあい福祉センター ５階 ホール 

（内容） 

１．会長挨拶 

２．議事 

（１）２００８年度（第６期）事業報告について 

ご承認いただいた。 

（２）２００８年度（第６期）決算報告について 

監査報告の上、ご承認いただいた。 

（３）２００９年度（第７期）事業計画について 

ご承認いただいた。 

（４）２００９年度（第７期）予算について 

総額１，１８８，１４３円の予算をご承認いただいた。 

３．ミニシンポジウム 

テ ー マ：全部見せます！ 支援ネット 

コーディネーター：内山二郎（当会 理事） 

パ ネ リ ス ト：池田由美子（さざんかの会）、長坂平和（グループホームコスモスさいなみ）、坂口節子（若穂団地福祉会）、

大井岳子（若穂団地福祉会）、高島浩一（円福寺愛育園）、宮下克彦（三井ホーム株式会社） 

４．ミニ月例情報市場 

定例の月例市場にて、各団体・企業の情報交換を行った。 

 

 

 

 

■事業の様子 
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2010/05/19  ながのボランティア・市民活動支援ネットワーク 

 

２００９年度（第７期）事業報告書‐３ 
 

■事業名 

経営資源提供事業 

 

■担当委員会名 

第一委員会 

 

■事業報告 

（目的） 

ボランティア･市民活動を進めていく上で必要な経営資源（物品、情報、資金、人材）を、様々な企業や団体等社会一般か

ら提供いただき、ボランティア･市民活動をより活性化させることを目的とする。 

（日時） 

２００９年４月～２０１０年３月 

（場所） 

長野市ふれあい福祉センター 

（内容と成果） 

１．会員から提供いただいた物品を月例情報市場にて告知した。 

２．会員から要望のあった物品を月例情報市場にて報告した。 

３．提供側と希望側をマッチングさせた。 

詳細は、ホームページ（ＵＲＬ  http://www.vnetnagano.or.jp/shien-net/index.html）をご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■提供いただいた物品の例 

 



文書№：05 事業報告書-004.doc  2010 年度総会‐第１号議案 05/14 

 

2010/05/19  ながのボランティア・市民活動支援ネットワーク 

 

２００９年度（第７期）事業報告書‐４ 
 

■事業名 

ささえあい応援金事業（支援ファンド活動支援事業） 

 

■担当委員会名 

第二委員会 

 

■事業報告 

（目的） 

ＮＰＯ・ボランティア・市民活動グループによる自立的な活動を支援することで、豊かで安定した地域社会をつくり出すこと

を目的とする。 

（日時） 

①応募期間：１０月１６日～１０月２３日 

②（一次）書類審査：１０月下旬 

③（二次）公開審査：１１月２１日（土） １３：３０～１７：００ 

（場所） 

審査会場：長野市ふれあい福祉センター ５階ホール 

（内容と成果） 

１．対象 
・ボランティア・市民活動団体で、長野市を中心に活動を展開している、若しくは展開しようとしている活動であること。 

・地域交流や連携に意欲的で組織として自立的に取り組んでおり、２００９年１１月２１日から１年間をめどに実施する事業であること。 

２．応援金額 
一活動につき５万円を限度として、総額３０万円とする。 

３．１１月２１日の公開審査会において４グループへの応援金を決定した。 

 グループ 対象事業の内容 応援金額 

1 環境を考え農林産物を通して交
流する会（別名：ロハス茸菜里） 

生活道路の支障木をボランティアで伐採し、搬出された樹木を原木として茸栽培に供す

る。茸オーナー制を行い都市と山村住民の交流を図る。 
50,000円 

2 ＮＰＯ法人麦っ子広場 【「ミニ コンサート」開催事業】 

日時：平成２２年１月９日１０~１２時 

会場：長野県障害者福祉センター（サンアップル） ホール 

演目：腹話術、合唱、楽器演奏、ダンス 

参加者：一般市民、支援学校生徒、高校生、会員、賛助会員 

50,000円 

3 Ｌｉｖｅ ポット 幅広い人たちとの交流を行う。（年代、国、障害など、人を限らずイベントの企画） 

ボランティアセンターと連携をは図り、ボランティア同士、ボランティアセンターとのつなが

りを強くし、情報のやりとりをスムーズにしていく。 

50,000円 

4 ＮＰＯ法人みどりの市民 遊休農地を利用し、無農薬で化学肥料を使用しないひまわりを栽培し、その栽培過程の

中で、環境・食農を学ぶ。また種まき、お花見、収穫祭などのイベントを通して参加者の交

流を図る。絞った油については、油の地産地消の普及や団体の活動資金を得るために

活用する。 

40,000円 

合計  190,000円 

４．応募のための事前学習会 
日時：２００９年１０月２１日（水） １５：３０‐１７：００ 

場所：長野市ふれあい福祉センター ４階 会議室２ 

 

■事業の様子 
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2010/05/19  ながのボランティア・市民活動支援ネットワーク 

 

２００９年度（第７期）事業報告書‐５ 
 

■事業名 

月例情報市場（行政・企業・ＮＰＯのネットワークづくり事業） 

 

■担当委員会名 

第三委員会 

 

■事業報告 

（目的） 

月例情報市場において、参加団体から情報提供いただくことで、参加団体間の情報ネットワークを築き、ボランティア･市

民活動をより活性化させることを目的とする。 

（日時） 

毎月 第３水曜日 

２００９年：４月１５日、５月２０日（総会後）、６月１７日、 

７月１５日、８月１９日、９月１６日、１０月２１日、 

１１月１８日、１２月１６日 

２０１０年：１月２０日、２月１７日、３月１７日 

（場所） 

長野市ふれあい福祉センター 

（内容と成果） 

１．ボランティアグループの活動情報発表、事業への参加依頼及び事業の相談等 

・詳細は、ホームページ（ＵＲＬ  http://www.vnetnagano.or.jp/shien-net/index.html）をご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

■事業の様子 
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2010/05/19  ながのボランティア・市民活動支援ネットワーク 

 

２００９年度（第７期）事業報告書‐６ 
 

■事業名 

シンポジウム「全部見せます！ 支援ネット ~３つの柱の事業からこんなことが生まれる~」 

 

■担当委員会名 

第三委員会 

 

■事業報告 

（目的） 

地域社会と繋がりを持つ企業企業の経営者や市民活動を支援する担当者からその取り組み方を紹介いただくことで、企

業によるボランティア･市民活動へのサポートをより活性化させることを目的とする。 

（日時） 

２００９年 ５月２０日（水） １５：３０~１７：００ 

（場所） 

長野市ふれあい福祉センター ５階 ホール 

（内容と成果） 

１．支援ネットについての説明 

説 明 者：込山哲也（当会 副会長） 

２．パネルディスカッション 

テ ー マ：全部見せます！ 支援ネット ~３つの柱の事業からこんなことが生まれる~ 

パ ネ リ ス ト：池田由美子（さざんかの会） 

長坂平和（グループホームコスモスさいなみ） 

坂口節子（若穂団地福祉会） 

大井岳子（若穂団地福祉会） 

高島浩一（円福寺愛育園） 

宮下克彦（三井ホーム株式会社） 

コーディネーター：内山二郎（当会 理事） 

内容 （抜粋 ）：①各団体の活動紹介 

②月例情報市場の成果と課題について 

③資源提供システム（物品提供）の成果と課題について 

④市民活動ファンド（ささえあい応援金）の成果と課題について 

⑤まとめ 

 

 

■事業の様子 
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2010/05/19  ながのボランティア・市民活動支援ネットワーク 

 

２００９年度（第７期）事業報告書‐７ 
 

■事業名 

対外活動 

 

■担当委員会名 

込山哲也 

 

■事業報告 

（名称）小諸ボランティアセンター交流活動 

（日時）２００９年５月９日（土）１３：００~ 

（場所）小諸ボランティアセンター 

（内容）講演「ボランティアのある人生設計」 

 

 

（名称）豊野中学校ボランティア講座 

（日時）２０１０年５月２９日（金） 

（場所）長野市立豊野中学校 

（内容）講演「今、私たちにできること」 

（名称）サンアップルボランティア研修会 

（日時）２００９年８月８日（土） 

（場所）長野県障害者福祉センター 

（内容）講演「朝めし前」 

 

 

（名称）障害就労施設 YUI「身だしなみ」講座 

（日時）２００９年９月１８日（金） 

（場所）社会福祉法人稲田会 

（内容）講座講師 

（名称）第３４回信州発ボランティア・地域活動フォーラムｉｎ

北安曇 

（日時）２００９年９月２７日（日） 

（内容）分科会コーディネーター「誰もが気になっているくせ

にちょっと話しにくいおカネのすべてについて話し

ましょう」 

 

（名称）瀬脇地区講演会 

（日時）２００９年１１月１５（日） 

（場所）長野市七日会瀬脇地区公民館 

（内容）講演「これからの高齢化社会」 

 

（名称）財団法人さわやか福祉財団 ワークライフバランス

推進セミナー 

（日時）２００９年１１月２７日（金） 

（内容）仕事も家事も「朝めし前」 

 

 

 

 

 

 

 

 

■事業の様子 
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2010/05/19  ながのボランティア・市民活動支援ネットワーク 

 

２００９年度（第７期）決算報告書‐１ 
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2010/05/19  ながのボランティア・市民活動支援ネットワーク 

 

２００９年度（第７期）決算報告書‐２ 
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2010/05/19  ながのボランティア・市民活動支援ネットワーク 

 

監査報告 
 

 

 

 

 

「ながのボランティア･市民活動支援ネットワーク」会則 第１３条（役員の職

務）に基づき、ながのボランティア･市民活動支援ネットワーク ２００９年度事業

報告及び決算報告に係わる関係書類を監査したところ、その内容は正確かつ

適正であることを認めます。 

 

 

 

２０１０年５月１７日 

 

ながのボランティア･市民活動支援ネットワーク 

 

監事  倉石和明    
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2010/05/19  ながのボランティア・市民活動支援ネットワーク 

 

２０１０年度（第８期）事業計画書 
 

■事業計画 

１．総会 

日時：２０１０年５月１９日（水）１５：３０～１７：３０ 

場所：長野市ふれあい福祉センター ４F 会議室 

 

２．理事会 

日時：隔月第３水曜日 １７：００‐１８：００ 

場所：長野市ふれあい福祉センター 

 

３．委員会による事業 

（１）第１委員会 ［経営資源提供システムづくり事業］ 

①支援を希望したい側と提供したい側の登録 

②資源提供システム情報提供、仲介 

（２）第２委員会 ［支援ファンドによる活動支援事業］ 

①「支えあい応援金」事業向け申し込み講習会 

申し込み書類（第一次審査用）作成方法 

プレゼンテーション（第二次審査用）方法 

②支えあい応援金による活動支援 

③活動発表会の開催 

（３）第３委員会 ［ネットワークづくり事業］ 

①月例情報市場の開催 

参加団体間の情報ネットワークづくり 

支援ネット交流会（名刺交換会）の開催 

②企業の社会貢献活動推進セミナーの開催 

③支援ネットワークのホームページ更新と各団体のホームページとのネットワーク化推進 

 

４．支援ネットワークの組織強化活動 

支援ネットワーク会員の募集（会員拡大） 
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2010/05/19  ながのボランティア・市民活動支援ネットワーク 

 

２０１０年度（第８期）予算書‐１ 
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