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令和 3年度通常総会のご報告
　今年度の通常総会は、5 月 15 日土曜日の 11 時からの理事会終了後、

同日 13 時より 14 時まで、アイプラザ半田第一研修室にて開催されま

した。広い研修室に出席者には十分な間隔を設けるなど十分な感染対策

を行うことが出来ました。会員数 60 名、本人出席 10 名、委任状 26 名、

計 36 名によってご協力を頂き ( 定款 27 条 )、すべての議案についてご

承認を頂きました。また、役員変更として、任期満了にともなう 5 名の

理事全員の重任 ( 再任 )、理事 1 名及び監事 1 名の新任もご承認頂きま

した。併せて新役員の一覧を示せば以下の通りです。

　代表理事　伊藤　　敦、　副代表理事　赤松　由隆、　副代表理事　村瀬　明子、　理事　伊藤八千穂　

　理事　巽　　幸代、　理事（事務局長）榊原　紀美子、　監事　浜田　久子、　監事　新村　由美子　　

　活動状況の詳細な事業報告は、報告書に譲るとして、最近の傾向としてはより具体的な実践活動に重点が置かれています。従っ

て今年も長年培われてきた活動資源を上手く組み合わせた堅実な活動内容のご報告となりました。また、今年はコロナ禍にあって

感染予防策のために子どもたちの活動には一層の注意を注ぎました。そして、作年度は何よりホームページとインターネット環境

及び日本財団・公益事業コミュニティサイト「CANPAN」の整備も進みました。従って事業報告、決算報告、事業計画 ( 案 )、予算 ( 案 )

の各内容の一覧が一層容易になっています。是非ご一覧ください。

　いずれにしましても、会員の皆様はじめ、半田市、半田市教育委員会、大勢の寄付者の方々、労金の皆様、明治安田生命刈谷支社、

その他多くの関係者の方々に厚くお礼申し上げます。

新代表理事就任にあたって
                                                          新代表理事　伊藤　　敦

まさかこの年に至って代表理事などの役職に就こうとは思い

もよりませんでした。前代表理事赤松先生のご尽力による経

営基盤固めと相談活動の充実があったからこそお引き受け出

来たと思います。すなわち、次なるリーダーに「のばす会」

が託されるべく，繋ぎの役割を担ってお引き受けした次第で

す。副代表理事の赤松先生・スタッフの方々が、今まで通り

の実質的な負担と役割を担われると思うと、申し訳ない気持

ちで一杯です。多くの方々のご協力をお願い申し上げる次第

です。そして、今後ともスタッフのみなさんと共に頑張ります。

よろしくお願いします。

4年間ありがとうございました
                                                         元代表理事　赤松　由隆

　2019（平成 29）年より 4 年間代表理事を務めさせていた

だきました。のばす会はしっかりした組織が出来上がってい

ましたので、私の役割はインターネット環境を整え、仕事の

内容や分担を明確にして、一人の人に頼ることなく誰でもが

分かりやすくやりやすい体制にすることでした。学校でもな

い、塾でもない、安全で、安心できる居場所としてののばす

会でいろんな子どもたちや人々と関わりながら、私も成長さ

せていただきました。これもスタッフや親の会の皆さんや温

かくご支援していただいた皆さんのお陰です。ありがとうご

ざいました。



フリースクールは今

　このような疑問を多くの保護者は感じておられるのではないでしょうか。心という目に見えないものなので、保護者の方が
不安になり、このような質問をされるのは当然ですね。そこで今回は、「時」について考えてみたいと思います。
　少し難しくなりますが、心理学では、時を、時計で測れる時間である「クロノス」、時計では測れない質的なタイミングで
ある「カイロス」という 2 つに分ける考え方があります。「クロノス」は、いわゆる普通の時間の流れですが、「カイロス」
は時のめぐりがちょうどぴったり一致する時のことです。この「カイロス」は、日常の出来事に当てはめることもできます。
例えば、子どもが言葉を覚える時期は、ある程度の目処は示されていますが、本人の元々の特性、保護者の関わりなど、様々
なことが影響します。ある日突然変わること等は、まさに「クロノス」では測れない、「カイロス」と言えるのではないでしょうか。
心について置き換えてみると、例えば「“6 ヵ月” も経ったのに治っていないじゃないか？」という思いには、「クロノス」の
視点だけに偏り、「カイロス」の視点が抜けているかもしれません。つまり、本人たちの内面の視点が抜けているのです。　
ご多忙で時間に追われている方こそ、「クロノス」の思考に偏るリスクが高まると思います。心の問題は、動くのが早すぎる
とうまくいかない、「時が熟す」ことが必要です。「全然変わらない」と子どもにイライラをぶつけることを繰り返すことは、「時
が熟す」のを遅らせてしまう可能性があります。だからこそ、専門家や信頼できる周囲の人と話すことで、立ち止まって自分
のことを考えることが、結局は子どものためになると言えるのではないでしょうか。

よく「時間がかかる」と言うけど、「いつ」になったらこの状態が変わる？

臨床心理士　米村　高穂

親の会の様子 スタッフ　松原　美花

　親の会は、毎月第三月曜日 1 時半から約 2 時間に亘り、毎回約 10 人前後、
多い時は 14、5 人で二部屋に分かれて活動しています。最近の傾向では、
14，5 人の集まりの時、リース作りで一部屋、話し合いや情報交換などで一
部屋を使うなど工夫を重ねています。リース作り等の作業がともなう会の持
ち方は、物つくりによる達成感も伴って、一層楽しい雰囲気があり活力ある
会となっています。先回は、リースつくりの本格的な指導者が親の会の中に
いて、その方の講習を受け、より内容のあるものとなりました。

　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　スタッフ　榊原　紀美子
　現在は中学 2 年生の女子と卒業生が 2～ 3 名来ています。
週 2 回軽運動室で卓球やダンスを楽しんでいます。卓球の参加
者が少ないので生徒は代わらずスタッフは交代しながら頑張っ
ています。月 1 回の広い体育館でも参加者が少ないので同じで
すが自分の好きなバドミントンやバスケットボールを選べま
す。片付けとモップがけは結構な運動にもなります。
　ミシンでの物作りに関心のある生徒は、スラックス・体育館
シューズの袋・手さげのバッグを作りました。スタッフも一緒
になって不要になった鯉のぼりや吹き流しでエコバックを作り
ました。プランターにはキュウリが 3 本植えてありますが、世
話の不足か成長が止まっている状態です。



ご協力ありがとうございました。皆様の志が子どもたちの未来へとつながります。
＜寄付者の皆さま＞　　令和３年４月～ ( 掲載可の方々です )　順不同　敬称略
　竹内建造、渡辺康一郎、榊原紀美子、石黒辰彦、赤松由隆、本多正純、小野暁、梅村より子、杉浦珠実
澤田治美、磯貝優子、榊原展子、雪山美紀、霊池恵広、九澤郁子、伊藤恵造、福地昌子、内田榮一、大橋晴美
竹内二三、新美洋子、榎本弘子、石川まさ恵、佐藤敏弘、高木早織、竹尾裕子、黒木伊津子、竹内治子
伊藤里香、新海美智子、榎本美砂、伊藤敦、伊藤八千穂、山口禎子、小川由美、稲垣豊、竹内織江、村瀬明子
小出由里子、織田顕祐、石黒雄大
＜多額寄付の皆様＞　笹井孝介
＜ろうきん寄付システムの皆様＞令和３年７月末まで　＊毎月のご寄付ありがとうございます。
青木貴子、明石和也、伊藤慶子、大場直美、押田達也、加藤杉子、鬼頭敬祐、小島孝枝、近藤誠、佐藤玲子
柴山和之、平岡幸廣、森本絵里、柳生幸子、吉田裕行、柳橋利枝、脇田裕恵、和田誠、渡辺健斗、渡辺舞
伊藤敦、伊藤八千穂、榊原紀美子、村瀬明子、赤松由隆、浜田久子、巽幸代、新村由美子
＜団体寄付の皆様＞園田工業株式会社、かとう助産院
＜物品の寄付＞食べ物は昼食を持ってこない子どもたちにとって大変役に立っています。
　＊中古パソコン２台、本、文具、お菓子、パン、教材など多くの方からのご寄付ありがとうございました。
　＊有志の方よりたくさんのはがきや切手のご寄付がありました。ありがとうございました。

皆さんの寄付でのばす会は成り立っています。
ご支援ください
　年会費・寄付金の振込先
　□年会費 2,000 円　□寄付金 1 口 1,000 円から
①知多信用金庫　美原支店　口座番号　普通　2074829
名義：子どもたちの生きる力をのばすネットワーク 会計 伊藤　敦
②東海労働金庫　半田支店　口座番号　普通　4500549
名義：特定非営利活動法人 子どもたちの生きる力をのばすネットワーク
　　　　　　　　　　　　　代表理事　赤松　由隆
③ゆうちょ銀行　振替口座　口座番号 00810-9-154412
加入名：特定非営利活動法人子どもたちの生きる力
☆名義名がそれぞれ違い、ご不便をおかけしますが、お間違えのないようにお願いします。

スタッフ募集中

下記連絡先までご連絡ください。
　　連絡先　080-1622-5717
　　　　　　　　　　赤松　由隆

今後の予定と活動

一緒に遊んだり

一緒に学習したり

寄り添ってくれる人

週に１回でもいいです！

寺子屋事業の報告

のばす会の終業   ７月 ２０日（火）
夏休み寺子屋事業  ７月２６日（月）～２９日（木）１３時～ 1６時
   ８月１９日（木）～２１日（金）１０時から１２時
夏休み補習学習  ８月３日（火）～６日（金）１０時～１４時
のばす会始業  ８月２４日（火）

　書き損じはがきと未使用の切手を回収して、在籍した人たちや相談に来られた方たちへの講座の案内やニュースレター等の通信
費に充てています。これまでにご協力いただいた皆様ありがとうございました。

スタッフ　伊藤　里香
　のばす会の寺子屋は、半田市子育て支援課の支援事業として、長期休暇時における子どもの学習と生活支援を目的に実施しています。
昨年度の春休みは4日間実施し、今年度の夏休みは7月26日(月)～29日(木)の4日間、8月19日(木)～21日(土)の3日間実施します。
　コロナ感染症対策を徹底し、小学生～高校生までの幅広い異年齢の子ども達が一緒に勉強、工作、
絵本の読み聞かせ、外遊び等の活動を行います。夏休みは日本福祉大学の学生 4 名が、サービスラー
ニングの活動宇として参加し、夏祭りをイメージした魚釣りと射的を子ども達と一緒に楽しみま
した。寺子屋は、のばす会の中高生がリーダーとなって役割を持つ姿が見られ、成長を感じる活
動となっています。

書き損じはがきと未使用の切手の回収事業



法法人人名名：：

22 年年 44 月月 11 日日 ～～ 33 年年 33 月月 3311 日日

11..

22..

33..

44..

55..

11..

給料手当 0

法定福利費 0

22..

給料手当 0

 

1.

1.

 

 

ご報告とお礼
※助成金・寄付金をお寄せ頂いた方々におかれましては、心からお礼申し上げます。　

皆様の志金を本会活動のため、子どもたちのために大切に遣わせて頂きます。
※会計・経営全般については、古川一也公認会計士事務所によるコンサルティングを受けております。

特特定定非非営営利利活活動動法法人人子子どどももたたちちのの生生ききるる力力ををののばばすすネネッットトワワーークク

活活動動計計算算書書＜＜概概要要＞＞
令令和和 令令和和 ままでで

((単単位位：：円円))

受受取取会会費費

年会費 114,000

科科　　　　目目 金金　　　　額額
ⅠⅠ  経経常常収収益益

受受取取寄寄附附金金

受取寄附金 643,900

正会員受取会費 262,500

賛助会員受取会費 456,624 883333,,112244

資産受贈益 29,742 667733,,664422

受受取取助助成成金金等等

スタッフのカウンセリング技法研修事業収益 0

受取助成金 72,000 7722,,000000

事事業業収収益益

青少年の健全育成に関する事業収益 20,000 2200,,000000

そそのの他他収収益益

フリースクールによる青少年支援活動事業収益 0

　　　　経経常常収収益益計計 11,,559988,,777755

ⅡⅡ  経経常常費費用用

受取利息 9

雑収益 0 99

人人件件費費計計 00

（（22））そそのの他他経経費費

事事業業費費

（（11））人人件件費費

会議費 19,190

旅費交通費 429,500

諸謝金 0

印刷製本費 1,380

行事費 45,475

通信運搬費 1,752

研修費 0

消耗品費 139,148

水道光熱費 0

賃借料 2,660

教材費 7,505

事事業業費費計計 664466,,661100

管管理理費費

雑費 0

そそのの他他経経費費計計 664466,,661100

（（22））そそのの他他経経費費

（（11））人人件件費費

法定福利費 0

広告宣伝費 54,794

印刷製本費 3,815

会議費 0

人人件件費費計計 00

通信運搬費 180,898

消耗品費 66,504

旅費交通費 24,000

保険料 38,540

支払手数料 11,220

諸会費 12,304

教材費 0

水道光熱費 0

賃借料 0

管管理理費費計計 339966,,225555

　　　　経経常常費費用用計計 11,,004422,,886655

雑費 4,180

そそのの他他経経費費計計 339966,,225555

過年度損益修正益 0

　　　　経経常常外外収収益益計計 00

当当期期経経常常増増減減額額 555555,,991100

ⅢⅢ  経経常常外外収収益益

　　　　経経常常外外費費用用計計 00

税税引引前前当当期期正正味味財財産産増増減減額額 555555,,991100

ⅣⅣ  経経常常外外費費用用
過年度損益修正損

前前期期繰繰越越正正味味財財産産額額 775588,,113322

次次期期繰繰越越正正味味財財産産額額 11,,331144,,004422

法法人人税税、、住住民民税税及及びび事事業業税税 00

当当期期正正味味財財産産増増減減額額 555555,,991100


