
２０１６年度事業報 告
2016年 4月 1日～2017年 3月 31日

ＮＰＯ法人ならチャレンジド
１．事業の成果

ならチャレンジド設立７年。「生徒たちが社会の主役として、あらゆる場面で活躍しよう！」と
始めた活動は、特別支援学校と緊密な連携のもと、各方面へと拡がってきました。これまでご協力をいただ
いた県市町村、企業・事業所、地域の皆様方に感謝いたします。ありがとうございます。
県市町村、企業や地域のイベント等へ生徒たちはスタッフとして参加してきました。その小さな成功体験は、
生徒たちの自信となり、新たな意欲、成長へと確実につながっています。
職場実習においては、病院看護補助を重点的に取り組みました。これまで、就労とは遠いと思われていた
病院が身近に生徒たちを応援してくださっています。
今春、市立奈良病院、国保中央病院、天理よろづ相談所病院、奈良県総合医療センター、西和医療セン
ター、株式会社三輪山本では、職場実習から就労へとつながりました。
生徒たちは体験を重ねるなかで確実に成長し、自らの夢の実現のために力強く歩んでいます。
生徒たちを応援してくだる企業、団体、地域の方々が増えてきています。

２．事業の実施に関する事項
（１）特定非営利活動に係る事業

定款の
事業名 事業内容 実施

日時
実施
場所

従事者
の人数

受益対象者の
範囲及び人数

支出額
（千円）

社会参加事業 アート展、医大アート展
行事への参加等 年間 県内一円 ５人

特別支援学校
生徒多数

1,961

就労支援事業 職場実習
就労講習 年間 県内一円 ３人

特別支援学校
生徒多数

519

生活相談事業 生活相談 年間 県内一円 ２人
特別支援学校

生徒多数
0

（２）その他の事業
定款の
事業名 事業内容 実施

日時
実施
場所

従事者
の人数

受益対象者の範
囲及び人数

支出額
（千円）

物品販売事業 実績なし 0

受託事業 実績なし 0

◎特定非営利活動
（１）社会参加事業・・・年間で１０５回　　以下は主な取り組みです。
　　①「キラリと輝く！特別支援学校アート展２０１６」を県文化会館にて県特別支援学校長会・な

らチャレンジド主催で５回目の開催。会場では、多くの出会いと感動がありました。
「特別支援学校と病院を結ぶ！奈良県立医科大学附属病院大アート展」は、初めて開催。医大
学生と一緒に取り組み、多くの患者さんが喜んでくださいました。アート、就労、医療がつな
がる可能性を実感しました。「奈良中央信用金庫アート展」は、４回目の開催。

　　②「７月差別をなくす強調月間市町村民集会」（20市町村）の受付係に生徒 39名が参加。５年
目、すっかり定着しました。１年生が初体験する場であり、地域の方々や他の支援学校の同級
生との出会いの場になっています。

③ バンビシャス奈良の試合受付か活動は、10月から 4月まで計 11回、35人が参加。会場では、
すっかり生徒・卒業生が恒例のメンバーと位置づいています。

④奈良交通株式会社様の全面的なご協力で、奈良養護学校で車いす利用生徒のバス乗車体験講習
　を開催。今回で５回目、恒例行事となりました。車いす利用生徒が、バスを利用して街へ出か
　けるきっかけになっています。
⑤大和がス株式会社の中井社長のご紹介で、大相撲「錣山部屋」（しころやまべや）で料理のボランティ
ア活動。２回目。高等養護学校生徒は、親方の誘いで相撲の稽古も体験させていただきました。とても
楽しく、今後も継続していきます。

⑥社会参加体験の意義が学校で位置づけられ、高等養護学校は１年生の必修となり、奈良養護学校、奈
良東養護学校、奈良西養護学校、西和養護学校も積極的に取り組まれています。他の学校も市町村民
集会、ムジークフェスト、アート展等に参加し、多様な生徒たちがゆるやかな社会体験の機会となってい
ます。

⑦ ニュースを年３回発行（7/1、12/15、3/10）、ホームページで活動を広報しました。

（２）就労支援事業・・・職場実習４２回　　就労講習３回
　　①年間４２回職場実習を行いました。

新規開拓先は、以下の４事業所です。
市立奈良病院、生駒市立病院、南奈良総合医療センター、香芝市社会福祉協議会志都美保育園。



　　②病院の職場実習からは、多くを学びます。
　　　「患者さんができることを代わりにすることは支援になりません。むしろ回復を遅らせます。
　　　その段階に応じて、看護する内容を変えています」と、看護師さんから話を伺いました。
　　　実際、就労にむけた実習の際、毎回、具体的目標が設定され、「今回は、これをできるように　　　
　　　しようね」と、提案されました。この姿勢が生徒たちの確実な成長を後押ししてくれています。
　　　特別支援教育、障害のある人との関わりでも同じことが問われています。

③ 電車の大好きな生徒がＪＲ奈良駅職場実習で目を輝かせて取り組んでいました。興味のある職場実習
は、生徒の力を引き出します。

　　④高等養護学校の授業の一環で、恒例のアビリンピック奈良大会のビルクリーニング講習（３回）
を奈良県ビルメンテナンス協会と一緒に取り組みました。
アビリンピック全国大会（秋田県）において、高等養護学校生徒は、見事、銀賞を獲得しまし
た。地元・香芝市長へその報告のため表敬訪問しました。

（３）生活相談事業は、随時、実施しました。
　（４）その他の事業の実績はありません。

２．事業の実施に関する事項
◎特定非営利活動に係る事業　

（１）社会参加　（主なもの）
① ムジークフェストなら　・・・　21会場で 60人の生徒が受付

　　　　② 7月市町村民集会　　　・・・　20市町村で 39人生徒が受付、司会、ゆるキャラ
　　　　③高田活活まつり　　　　・・・　2日間、コインゲーム係に生徒卒業生 8人
　　　　④ならちゅうしん経営研究会・・　西和、高等養護学校生徒が受付係
　　　　⑤第 41回わたぼうし音楽祭・・　生徒卒業生 9人が受付係
　　　　⑥春日野音楽祭　　　　　・・・　生徒卒業生 9人が受付係
　　　　⑦なら国際映画祭　　　　・・・　生徒 11人が受付係　（3年に 1回開催）
　　　　⑧ならシネマテーク　　　・・・　毎月、奈良女子大他で開催。奈良西、高等養護生徒
　　　　⑨ならヒューマンフェスティバル　ゆるキャラ、奈良東、奈良西、西和養護学校生徒５人。
　　　　⑩やどかり市　　　　　　・・・　田原本駅前でゆるきゃら。高等養護学校生徒 6人
　　　　⑪きんてつ鉄道まつり　　・・・　大淀、奈良東、奈良西、西和、高等養護 15人
　　　　⑫バンビシャス奈良　　　・・・　11回、35人。奈良、奈良東、奈良西、高等養護学校
　　　　⑬大淀町人権フェスティバル・・　高等養護学校ダンス部、ろう学校演劇部出演。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大淀、高等養護学校生徒が受付、ゆるきゃら。
　　　　⑭奈良中央信用金庫クリ―キャンペーン　高等養護学校生徒
　　　　⑮奈良市長表敬訪問　　　・・・　奈良東養護学校 2年生　アビリンピック出場（喫茶）
　　　　⑯香芝市長表敬訪問　　　・・・　高等養護学校 2年生　アビリンピック銀賞（清掃）

　（２）職場実習　（主なもの）
　　　　①三輪そうめん山本　　　・・・　高等養護学校１人　（厨房、梱包業務）
　　　　②天理よろづ相談所病院　・・・　高等養護学校１人　（搬送業務）
　　　　③奈良県総合医療センター・・・　奈良東、高等養護学校２人（薬剤補助、看護補助）
　　　　④奈良県西和医療センター・・・　高等技術専門校 1人 （薬剤、看護、事務補助）
　　　　⑤国保中央病院　　　　　・・・　高等養護学校１人　（洗濯業務）
　　　　⑥市立奈良病院　　　　　・・・　奈良東養護学校１人　（看護補助）
　　　　⑦生駒市立病院　　　　　・・・　高等養護学校 2年生　（看護補助）
　　　　⑨南奈良総合医療センター・・・　高等養護学校 2年生　（看護補助）
　　　　⑩香芝市志都美保育園　　・・・　高等養護学校 2年生　（保育補助）
　　　　⑪奈良交通・サンマルク　・・・　奈良東、奈良西、高騰養護学校生徒　
　　　　　【学園前店、大和郡山店、真美ケ丘店、橿原店】　　　（パンづくり、食器洗浄）
　　　　⑫南都銀行事務センター　・・・　高等養護学校 2年生　（メール便仕分け、発送作業）

（３）就労講習　・・・　アビリンピック奈良大会にむけた講習
　・6/５、19、7/３　高等養護学校ビルクリーニング講習会  （2年生）
　　県内のビルメンテナンス会社と連携し、講師を無料で派遣していただきました。

　【就　労】
1 市立奈良病院　　　　　　・・・　奈良東養護学校　【看護補助】
2 国保中央病院　　　　　　・・・　高等養護学校　　【看護補助】
3 天理理よろづ相談所病院　・・・　高等養護学校　　【搬送業務】
4 奈良県総合医療センター　・・・　奈良東養護学校　【薬剤部補助】
5 奈良県総合医療センター　・・・　高等養護学校　　【看護補助】
6 奈良県西和医療センター　・・・　高等技術専門校　【薬剤部、総務補助】
7 （株）三輪山本　　　　　・・・　高等養護学校　　【そうめん梱包】

2016年度　活動計算書



2016年 4 月 1 日～2017年 3 月 31 日
【特定非営利活動】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＮＰＯ法人　ならチャレンジド

項   目 金  額 小  計 合  計

Ⅰ．経常収益

１．正会員受取会費 465,000

２．受取助成金等

　　　奈良県共同募金会助成金（ニュース発行） 500,000

　　　奈良県新たな文化活動チャレンジ補助金（アート展） 850,250

アート展協賛金　12企業・団体 590,000

奈良県ＮＰＯ活動等団体支援助成事業（奈良中央信用金庫） 190,000

３．その他収入　（受取利息） 98

経常収益計 2,595,348

Ⅱ．経常費用

１．事業費

　　　（１）人件費 180,000

　　　（２）その他経費

　　　　　　旅費交通費 18,000

　　　　　　印刷製本費 1,275,400

　　　　　　通信運搬費（発送費） 283,548

　　　　　　業務委託費（発送作業費） 170,000

　　　　看板費（アート展） 249,480

　　　　　　謝金（アート展ワークショップ） 132,000

　　　　　　賃借料（会場使用料） 170,475

　　　　　　雑費（消耗品費、支払手数料） 1,796 2,480,699

２．管理費

　　（１）人件費 0

　　　（２）その他の経費

家賃（水光熱費を含む） 60,000

通信運搬費（電話） 51,130

雑費（振り込み用紙印刷費） 352 111,472

　経常費用計 2,592,181

　　　　　　当期正味財産額増減額 3,167

　　　　　　前期繰越正味財産額 2,317

　　　　　　次期繰越正味財産額 5,484

【その他の事業】・・・*今年度は実施していません。

奈良県共同募金会（赤い羽根）助成金
【チャレンジドニュース発行】　

項　　目 支　出（円） 備　　考



印刷製本費 576,000 ニュース 3回

通信運搬費（発送費） 173,482 ニュース 3回

業務委託費（発送作業費） 90,000 ほどらいこ、ＮＰＯ法人きららの木

支払手数料    648 振り込み手数料

合　　計 840,130 奈良県共同募金会　　500,000円
ならチャレンジド　　340130円

奈良県新たな文化活動チャレンジ補助金
【キラリと輝く！特別支援学校アート展２０１ 6】

【特別支援学校と病院を結ぶ！奈良県立医科大学附属病院アート展】

項　　目 支　出　（円） 備　　考

印刷製本費 699,400 チラシ 8,7万枚、ポスター 800枚
ニュース 8,000 部

看板費 249,480 看板 12枚

謝金 132,000 ワークショップ講師 11日間

賃借料（会場使用料） 170,475 奈良県文化会館

通信運搬費（発送費） 110,066 チラシ・ニュース発送費

業務委託費（発送作業費） 80,000 ほどらいこ、ＮＰＯ法人きららの木

支払手数料 648 振り込み手数料

合　　計 1,442,069
　奈良県　　　　　 850,250 円１２

協賛企業　　　590,000 円
ならチャレンジド　　1,819円

奈良県ＮＰＯ活動等団体支援助成事業
【奈良中央信用金庫様からの寄付】

項　　目 支　出（円） 備　　考

旅費交通費 18,000 社会参加、職場実習先開拓

人件費 180,000 社会参加、職場実習先開拓

消耗品費    500 Ａ 4版用紙

合　　計 198,500 奈良県　　190,000円
ならチャレンジド　　8,500円

２０１ 6 年度　会計貸借対照表
2017 年 3 月 31 日　現在

ＮＰＯ法人　ならチャレンジド
項　　　目 金　額 小　計 合　計

Ⅰ．資産の部
１．流動資産
　　　　現金預金

　　　　　現金　現金手許有高 142,920



　　　　　郵便預金 155,800
　　　　　南都銀行預金 957,372

　　　　　近畿労働金庫預金 310,144
　　　　未収金　奈良県共同募金会 500,000
　　　　　　　　　流動資産小計　　　　 2,066,236
　２．固定資産

　　　　　　　　固定資産小計 0

　　　　　　　　　資産合計
Ⅱ．負債の部
　１　流動負債

　　　　　未払い費用（発送費） 60,752
　　　　　　流動負債小計 60,752

　２　固定負債
　　　　役員借入金 2,000,000
　　　　　　　　負債小計 2,000,000

　　　　　　　　　負債合計 2,060,752
Ⅲ．正味財産の部

　　　　　　　　前期繰越正味財産 2,317

　　　　　　　　当期正味財産増減額 3,167

　　　　　　　　　正味財産合計 5,484
負債および正味財産合計 2066236

（計算書類の注記）
計算書類の作成は、NPO法人会計基準（2010年７月 20日　2011年 11月 20日一部改正　NPO法人
会計基準協議会）によっています。
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

（借入金の増減内訳）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）
科　目 期首残高 当期借入 当期返済 期末残高
役員借入金 3,000,000 ０ 1,000,000 2,000,000

２０１ 6 年度　会計財産目録
2017 年 3 月 31 日　現在

ＮＰＯ法人　ならチャレンジド
項　　　目 金　額 小　計 合　計

Ⅰ．資産の部
１．流動資産
　　　　現金預金

　　　　　現金　現金手許有高 142,920
　　　　　郵便預金 155,800
　　　　　南都銀行預金 957,372

　　　　　近畿労働金庫預金 310,144
　　　　未収金　奈良県共同募金会 500,000
　　　　　　　　　流動資産小計　　　　 2,066,236
　２．固定資産

　　　　　　　　固定資産小計
　　　　　　　　　資産合計
Ⅱ．負債の部

　１　流動負債

　　　　未払い費用（発送費） 60,752

　　　　　　流動負債小計 60,752

　２　固定負債
　　　　役員借入金 2,000,000

　　　　　　　　固定負債小計 2,000,000

　　　　　　　　　負債合計 2,060,752
Ⅲ．正味財産合計 5,484

監査報 告



去る２０１ 7年５月 30日、２０１６年度会計帳簿および活動報告を監査したところ、
適正に執行および記載されていることを報告します。

２０１７年６月３日

ＮＰＯ法人　ならチャレンジド
監事　市場　三喜

監事　村上　弘美　　　　　　

理　事・監　事　選　出

下記のとおり、提案いたします。　なお、任期は 201 ９年 6月 30日まで。

役　員 氏　　名

理事長 赤　川　義　之

理　事 竹　村　あき子

理　事 寺　田　　　豊

理　事 森　川　和　昭

理　事 住　本　友　成

監　事 市　場　三　喜

監　事 村　上　弘　美

　　　　

定款変更について

　平成 28年 6月、ＮＰＯ法が改正され、「貸借対照表の公告」が義務づけられました。この法改正に伴い、
定款第 55条（公告の方法）を下記のとおり、変更します。

　（現行）この法人の公告は、この法人の掲示場に提示するとともに、官報に掲載して行う。
　
　（変更）この法人の公告は、この法人の掲示場に提示するとともに、官報に掲載して行う。
　　　　　ただし、法第      28      条の      2      項第      1      項に規定する貸借対照表の公告については、
　　　　　この法人のホームページに記載して行う。

　　

２０１７年度　事業方針案
2017年 4月 1日～2018年 3月 31日

◎事業実施の方針
　本年秋（9月～11月）、奈良県において国民文化祭、全国障害者芸術・文化祭が全国で初めて



一体的に開催されます。この事業として、第 32回国民文化祭奈良県実行委員会、第 17回全
国障害者芸術・文化祭実行委員会、奈良県、奈良県教育委員会と共催し、～アート・就労・暮
らしをつなぐ～をテーマに、「キラリと輝く！特別支援学校アート展２０１７」「特別支援学校と
病院を結ぶ！奈良県立医科大学付属病院アート展」を開催します。

　　　絶好の機会です！
　　　障害のある人の創作、就労、日々の暮らしは、個性、独創性、創造性に富んでおり、それらを
　　一体的にとらえ、「障害のある人が生きることが文化！」と、大胆に社会へ訴えていきたいと思い
　　ます。
　　
　　　「変わるべきは、生徒たちの魅力をキャッチできる私たちの感性です」(ならチャレンジド理念)　
　　　生徒たちとふれあった企業、地域社会の方々は新たな出会いから活力を得ており、また、生徒
　　たちは小さな成功体験を通して、自信を深め成長しています。
（１）生徒を主役とした活動を進めます。
（２）ならチャレンジドは、生徒たちの社会参加・職場実習先の開拓に特化して活動します。

学校と企業、地域社会の橋渡し役として、学校と緊密に連携し、生徒たちが体験できる機
会（社会参加・職場実習）を創出します。

（３）会員さんへは、サポータ活動の情報を優先的に提供します。
ムジ―クフェスト、高田活活まつり、ヒューマンフェスティバル、きんてつ鉄道まつり、
バンビシャス奈良、春咲きコンサート　等　

１．社会参加事業　〈地域社会で共に生きることをめざして〉
　　（１）社会参加（サポータ活動）
　　　　　　　＊地域の方々とふれあい、交流を深める。

＊「人から認められる」実感を！
　　　　　　　＊生徒・卒業生が一緒に活動し、先輩・後輩の関係のなかで共に成長。

1 キラリと輝く！特別支援学校アート展２０１７
　　　・９/９（土）～20（水）（９時～１ 7時）　・県文化会館
アート・就労・暮らしをつなぐフォーラム
　　　・9/9（土）14時～　・県文化会館小ホール
　【主催】奈良県特別支援学校長会、ＮＰＯ法人ならチャレンジド

　　　　　【共催】第 32回国民文化祭奈良県実行委員会、第 17回全国障害者芸術・文化祭　　
　　　　　　　　実行委員会、奈良県、奈良県教育委員会

　【後援】市町村人権・同和問題「啓発連協」
　　【協賛】株式会社南都銀行、ＪＡならけん、奈良交通株式会社、奈良中央信用金庫

　　　　　　　　　　　株式会社三輪山本、奈良総合法律事務所、奈良西ロータリークラブ
　　　　　　　　　　　社会福祉法人恩賜財団済生会中和病院、社会福祉法人葛城福祉園、
　　　　　　　　　　　社会福祉法人万葉苑、社会福祉法人ひまわり、
　　　　　　　　　　　公益財団法人日本教育公務員弘済会奈良支部、米津博文、ＮＰＯ法人なら
　　　　　　　　　　　サポートワークラボ、ＮＰＯ法人きららの木、株式会社シティサービス　

2 特別支援学校と病院を結ぶ！奈良県立医科大学付属病院アート展
・８/28（月）～９/2（土）　・医大病院　ＢＣ棟 2 階

　　　　　　　【主催】奈良県立医科大学、奈良県立高等養護学校、ＮＰＯ法人ならチャレンジド
　　　　　【共催】第 32回国民文化祭奈良県実行委員会、第 17回全国障害者芸術・文化祭　　
　　　　　　　　 実行委員会、奈良県、奈良県教育委員会

             【後援】市町村人権・同和問題「啓発連協」
　 【協賛】株式会社南都銀行、ＪＡならけん、奈良交通株式会社、奈良中央信用金庫

　　　　　　　　　　 株式会社三輪山本、奈良総合法律事務所、奈良西ロータリークラブ
　　　　　　　　　　 社会福祉法人恩賜財団済生会中和病院、社会福祉法人葛城福祉園、
　　　　　　　　　　 社会福祉法人万葉苑、社会福祉法人ひまわり、米津博文、
                    ＮＰＯ法人ならサポートワークラボ、ＮＰＯ法人きららの木、
　　　　　　　　　　 株式会社シティサービス　

3 ムジ―クフェストなら２０１ 7（音楽祭）受付係・・・30会場
　＊高等養護学校ダンス部が出演（６/11【日】11時 30 分～奈良公園春日野園地）
　＊今年も奈良県から 126人の児童生徒および家族がコンサートへ無料招待

4 ７月差別をなくす強調月間市町村民集会受付係　（県内各地）
5 なら国際映画祭・シネマテーク　・・・毎月、映画上映会
6 高田活活まつり　・・・７/29（土）～30（日）、大和高田さざんかホール
7 わたぼうし音楽祭　・・・　９/9（土）県文化会館
8 ならヒューマンフェスティバル（着ぐるみ）　・・10/21（土）高取町文化会館前
9 バンビシャス奈良の試合受付係・・・10月から翌 5月まで
10 きんてつ鉄道まつり２０１ 6・・・11月
11 大淀町人権フェスティバル　・・・１２月
12 香芝冬彩　・・・　１２月
13 大相撲「錣山部屋」（しころやまべや）ボランティア　・・・3月
14 春咲きコンサート　・・・３/19（日）、なら 100年会館
15 その他イベントのサポータ活動

（２）　広報活動　



・年３回「チャレンジドニュース」発行。　　・当法人ホームページで活動紹介。

２．就労支援事業
　　　　＊職場実習は、生徒、企業の双方にとってプラスになります。

生徒たちは、就労への意欲、力を確実につけていきます。
企業は、指示命令の方法、業務執行、人と人の関係に新たな気づきがあり、職場に活力を
もたらします。

（１）職場実習　・・・生徒が希望する実習先を探します。
【重点的な職種】

　　　　　　・病院・・・看護補助等の職場実習
　　　　　　　　　（市立奈良病院、生駒市立病院、県総合医療センター、県西和医療センター、
　　　　　　　　　　天理よろづ相談所病院、済生会中和病院、南奈良総合医療センター等）　　
　　　　　　　＊患者さんにやさしさの実感を！
　　　　　　　＊幼稚園・保育園・・・生徒が希望する市町村へお願いに行きます。
　　　　　　【従来からの実習先】
　　　　　　　　南都銀行、奈良交通・サンマルク、近鉄奈良駅、ＪＲ奈良駅、ＪＡならけん
　　　　　　　　三輪山本、市町村保育園・幼稚園　等

（２）就労講習・・・5/22（月）、6/5（月）、19（月）　9時 30 分～12時　
・アビリンピック奈良大会へ向けたビルクリー二ング講習　・高等養護学校

３．生活相談事業
・随時、実施。

■事業の実施に関する事項
（1） 特定非営利活動に係る事業

定款の
事業名 事業内容 実施日時 実施場所 従事者

の人数
受益対象者
範囲及び人数

支出金額
（千円）

社会参加 アート展、医大アート展
広報活動 通年 県内各地 ５名

特別支援学校
生徒多数

1,558

就労支援 職場実習
就労講習 通年 県内各地 ２名

特別支援学校
生徒多数

390

生活相談 就労・福祉相談 随時 法人事務所
就労先等 ２名 不特定多数 0

（2） その他の事業

定款の
事業名 事業内容 実施日時 実施場所 従事者

の人数
受益対象者
範囲及び人数

支出金額
（千円）

物品販売 予定なし ０

受託事業 予定なし ０

2017 年度　活動予算案
2017 年 4 月 1 日～2018年 3 月 31 日

【特定非営利活動】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＮＰＯ法人　ならチャレンジド
項   目 金  額 小  計 合  計
Ⅰ．経常収益
１．正会員受取会費 288,000 288,000
２．受取助成金等
奈良県共同募金会助成金（ニュース発行） 500,000
アート展助成金（奈良中央信用金庫） 400,000
アート展協賛金 900,000



経常収益計（Ａ） 2,088,000
Ⅱ．経常費用
１．事業費
　　　（１）人件費 0 ０
　　　（２）その他経費
　　　　　　印刷製本費（ニュース） 980,000
　　　　　　通信運搬費（ニュース発送費） 260,000
　　　　　　業務委託費（ニュース発送作業費） 150,000
　　　　看板費（アート展） 170,000

　　　　　　謝金（アート展ワークショップ） 174,000
　　　　　　賃借料（アート展会場使用料） 204,000
　　　　　　雑費 10,000

1,948,000
２．管理費
　　（１）人件費 0 ０
　　　（２）その他の経費

家賃（水光熱費を含む） 60,000
　　　　　　会議費（総会） 10,000

通信運搬費（電話） 60,000
　　　　　　雑費 10,000

140,000
　経常費用計 2,0880,000
　　　　　　当期正味財産額増減額 0
　　　　　　前期繰越正味財産額 5,484
　　　　　　次期繰越正味財産額 5,484

【その他の事業】・・・実施予定ありません


