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2021年度 第 12回通常総会 
 

●2021年 6月 13日（日）13時 30分 

●橿原市コンベンションルーム 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

ＮＰＯ法人 ならチャレンジド 

 

 

《 総  会 》 
 

  【司会、受付、会場係】ならチャレンジドひまわりメンバー 
 

１．開会 水野雄仁さん、竹村香織さん（ひまわり） 13時 30分～  

２．ＮＰＯ法人ならチャレンジド理念 朗読 

３．ＮＰＯ法人ならチャレンジド理事長 挨拶 

４．来賓挨拶 

   中井 和代 奈良県教育委員会特別支援教育推進室長 

   小嶋 一祥 奈良県立高等養護学校長 

５．総会 

  （１）議長選出 水野雄仁さん、竹村香織さん（ひまわり） 

  （２）出席者報告 

  （３）議事録記名人選出  

  （４）議案審議 

       第１号議案 2020年度事業報告および収支決算承認の件 

       第２号議案 役員承認の件 

      第３号議案 2021度事業計画案および収支予算案承認の件 

６．閉会          14時 30分 
 

《 記念講演 》 

１．記念講演「就労現場からのレポート」       14時 40分～ 

  （１）南和広域医療企業団 吉野病院 （吉野郡吉野町） 

          看護師長  杉本 誓子さん 

     看護補助者 内田 博巳さん 

     看護補助者 福森 捷登（しょうと）さん （20歳、高等養護学校卒） 
 

（２）医療法人弘仁会 南和病院 （吉野郡大淀町） 

     看護師長  窪 香予子さん 

     看護補助者 中嶋 彩翔（あやか）さん  （18歳、高等養護学校卒） 

       ～ 休 憩 ～ 

２．質問、意見交流 

３．閉会                     16時 30分 
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理     念 

 

 私たちは、特別支援学校生徒たちと出会い、そのやさしさ、純朴さ、力強

さに共感し、勇気づけられてきました。突出した力、一途なこだわりにもふ

れあい、生徒たちの人間的魅力に感激しました。 

 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。 

 私たちは、特別支援学校生徒たちと一緒に地域社会で様々な体験をしなが

ら、可能性を探り、共に幸せの道を歩みたいと思います。 

 

１．キラリと輝く社会の主役！ 

特別支援学校生徒が就労・文化芸術・地域活動等へ 

                  挑戦することを応援します。 

２．人として豊かな成長！ 

    特別支援学校生徒が小さな成功体験を積み重ね、 

            人として豊かに成長することを願います。 

３．新しい価値観の創造！ 

    特別支援学校生徒と企業、地域社会のつながりから、 

        既成概念を超える新しい価値観を創造します。 

     

 

 ＮＰＯ法人 ならチャレンジド 
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【第 1号議案】 

2020 年度  事 業 報 告  
2020年 4月 1日～2021年 3月 31日 

 

１．事業の成果 

   新型コロナウィルス感染症の拡大により、取り組みがほとんど中止になりました。

これを契機として活動のあり方を見つめ直し、障害のある若者の会「ひまわり」の立

ち上げ、日常的な展示＝「きらり まちなかアート」を新たに始めました。 

（１）末光大毅副知事、吉田育弘県教育長を迎えて 8月 30日「ならチャレンジド 10周年

記念事業～病院・高齢者施設で活躍する！障害のある若者 就労現場からのレポー

ト」を開催しました。障害のある若者の成長は、本人のがんばりはもちろん、職場

の方々（支援者）とのよい関係性があればこそ実現していることを 150名の参加者

が共有でき、今後の就労支援の方向性を示すことになりました。 

また、生徒・卒業生 17名は受付、司会、会場係で 10周年記念事業を担いました。 

（２）10周年記念事業が契機となり、11月 8日（日）、生徒・卒業生たちが集まり、リー 

ダー、副リーダーを決め、若者の当事者会「ひまわり」を立ち上げました。 

 11/8（日）初会合 12/6（日）2回目の会合 2/7（日）節分会に 18名が集う 

（３）当法人はアート展を開催し障害者の生涯学習支援に貢献したことにより 12月 8日、 

   文部科学大臣から表彰されました。この 10年間、学校、病院、企業、ＮＰＯが協働 

   して 3アート展（キラリ！アート展、医大病院アート展、奈良中央信用金庫アート 

   展）を開催し、特別支援学校児童生徒・卒業生の文化芸術活動を創出し、地域の人々 

と交流・相互理解を深めてきたことが文部科学大臣から評価されました。 

県立医科大学附属病院、奈良中央信用金庫、特別支援学校長会、高等養護学校、な 

らチャレンジド 5団体の共同受賞だと思っています。 

当日、5団体の代表が県立教育研究所のオンライン表彰式に出席し、前田景子県教 

育次長から表彰状、祝辞を賜わりました。 

（４）岸本亜矢子さん（31歳、香芝市）のイラストが奈良県人権メッセージ集に採用され 

ました。各ページに岸本さんのイラストが掲載され、かわいい絵本のようです。 

Ａ5、カラー、22ページ、2万 2千冊発行。県内市町村、小中高等学校、公共施設等 

へ無料配布され、地域社会へ幅広く発信されました。 

2月 2日、岸本さんは末光大毅副知事を表敬訪問。副知事から「岸本さんの温かい 

イラストのお陰で、前向きになる、素敵な作品集ができました。岸本さんのイラス 

トは多くの人の大きな力になっています」と御礼を述べられました。 

（５）ＮＨＫ奈良放送局から声がかかり、当法人は協力団体となり「ＮＨＫ奈良ハートフ

ルアート展」が開催されました。（2/20～3/14、ＮＨＫ奈良放送局 1階ホール） 

生徒・卒業生 20名の個性的作品が展示。山口真生さん、北口拓巳さん、祭原良介さ

ん、今西芽さん 4 名の制作場面が取材され、ＮＨＫから放映されました。本人、家

族にとって自信となり、県民から大きな反響がありました。 

（６）「きらり まちなかアート」（当法人主催）が地元企業の南都銀行、奈良中央信用金庫、

奈良交通の各社の全面的なご協力により、3月 16日、スタートしました。 



4 

コロナ禍の中、アート作品を暮らしの中で常設展示し、障害のある若者と地域社会

をつなぐ新たな取り組みです。 【展示場所】南都銀行富雄支店、奈良中央信用金庫

二上支店、道の駅レスティ唐古・鍵（運営：奈良交通株式会社） 

（７）職場実習を取り組み、4事業所で高等養護学校卒業生が就労へとつながりました。 

① なんとチャレンジド株式会社：高等養護学校 1人（事務） 

② 社会福祉法人奈良市和楽園 ：高等養護学校 2人（清掃） 

③ 南和広域医療企業団 南奈良総合医療センター：高等養護学校 1人（看護補助） 

④ 医療法人弘仁会 南和病院：高等養護学校 1人（看護補助） 
 

２．事業の実施に関する事項 

（１）特定非営利活動 

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 受付係、アート展 年間 県内一円 3人 生徒卒業生多数 710 

就労支援事業 職場実習 年間 県内一円 2人 生徒卒業生多数 710 

生活相談事業 生活相談 年間 県内一円 2人 生徒卒業生多数 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）社会参加活動・・・年間 30回  主な取り組みは下記のとおりです。 

① ＮＰＯ法人きららの木 歯科医によるボランティア歯科検診 9/24 10/15 

② 奈良中央信用金庫アート展（第 8回） 10/26～11/13 

③ 全国アビリンピックで 2年連続銅賞！ 入賞報告 

 安達芽衣選手（なんとチャレンジド株式会社） 【種目】ワードプロセッサ 

 橋本隆史南都銀行頭取 12/7 福岡憲宏香芝市長 12/22 村井浩副知事 12/25  

④ 北口拓巳さんの作品が県識字合同学習会表紙に掲載 12/12 

⑤ 今西芽さん、上東芳暢さん（大淀養護学校）作品が大淀町人権ファイルに採用 3/11 

（２）職場実習 ・・・ 年間 21回（5事業所）   

① なんとチャレンジド（株）   高等養護学校 4人（事務） 

② 奈良市和楽園        奈良西、高等養護学校 5人（清掃） 

③ 南奈良総合医療センター   高等養護学校 1人（看護補助） 

④ 南和病院          高等養護学校 1人（看護補助） 

⑤ （株）シティサービス       高等養護学校 1人（清掃） 

（３）就労学習会 【講師】医大病院係員、岡山弘美障害者雇用推進マネージャー 

  ①市町村「啓発連協」学習会 10/28   ②吉野郡「啓発連協」学習会 2/12 
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2020年度 活動計算書 

2020年 4月 1日～2021年 3月 31日                     

特定非営利活動法人ならチャレンジド 

【特定非営利活動】 

項  目 金  額 小  計 合  計 

Ⅰ．経常収益    

  １．正会員受取会費 307,500 307,500  

  ２．受取助成金等    

    奈良県共同募金会（ニュース発行助成） 500,000   

協賛金（法人） 600,000   

    寄付金（個人） 120,000   

  1,220,000  

  ３．その他収入（受取利息） 20 20  

 経常収入計   1,527,520 

    

Ⅱ．経常費用    

  １．事業費    

    （１）人件費   0   

    （２）その他経費     

       印刷製本費 718,570   

       通信運搬費（発送費等） 266,624   

       業務委託費（発送作業費） 105,000   

       賃借料（記念事業、節分会等） 128,230   

       放映料（記念事業） 200,000   

       雑費（振り込み手数料等） 2,560   

  1,420,984  

  ２．管理費    

 （１）人件費 0   

    （２）その他の経費    

       家賃（水光熱費含む） 60,000   

       通信運搬費（電話） 48,963   

  108,963  

 経常費用計     1,529,947 

       当期正味財産額増減額   ▲2,427 

       前期繰越正味財産額   16,337 

       次期繰越正味財産額   13,910 

 

【その他の事業】・・・実施していません。 
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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費～ 
 

収   入 支  出 

奈良県共同募金会 500,000 印刷費（3回） 573,320 

ならチャレンジド 372,476 発送費 208,496 

  
発送作業費 

（きららの木、ほどらいこ） 
90,000 

  支払い手数料 660 

合 計 872,476 合 計 872,476 

 ＊総額の 2分の 1を社会参加事業費（436,238円）、就労支援事業費（436,238円）とする。 

 

 

 

ならチャレンジド設立 10周年記念事業 

「病院・高齢者施設で活躍する！障害のある若者 就労現場からのレポート」 
 

収  入 支  出 

ならチャレンジド 435,388 

会場使用料 18,690 

会場備品使用料 51,850 

看板費 31,350 

印刷費（チラシ、パンフ） 59,650 

発送費 58,128 

発送作業費（ほどらいこ） 15,000 

ユーチューブ放映費 200,000 

振り込み手数料 720 

小  計 435,388 小  計 435,388 

＊総額の 2分の 1を社会参加事業費（217,694円）、就労支援事業費（217,694円）とする。 
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2020年度 貸借対照表 
2021年 3月 31日 現在 

                    特定非営利活動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 0   

       郵便預金 713,027   

             南都銀行預金 1,300,882   

       近畿労働金庫預金 1   

           流動資産小計  2,013,910  

  ２．固定資産    

      固定資産小計  0  

資産合計   2,013,910 

Ⅱ．負債の部    

  １．流動負債    

      未払い費用 0   

        流動負債小計  0  

  ２．固定負債    

     役員借入金 2,000,000   

       負債小計  2,000,000  

負債合計   2,000,000 

Ⅲ．正味財産の部    

       前期繰越正味財産額 16,337   

       当期正味財産額 ▲2,427   

        正味財産合計  13,910  

        負債および正味財産合計   2,013,910 

（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。 

  消費税の会計処理は、税込み方式によっています。 

 

（借入金の増減内訳） 

科 目 期首残高 当期借入 当期返済 期末残高 

役員借入 2,450,000 0 450,000 2,000,000 
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2020年度 財 産 目 録 
2021年 3月 31日 現在 

                    特定非営利活動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 0   

       郵便預金 713,027   

             南都銀行預金 1,300,882   

       近畿労働金庫預金 1   

           流動資産計  2,013,910  

  ２．固定資産    

       固定資産小計  0  

              資産合計   2,013,910 

Ⅱ．負債の部    

  １．流動負債    

      未払い費用 0   

        流動負債小計  0  

  ２．固定負債    

     役員借入金 2,000,000   

       負債小計  2,000,000  

負債合計   2,000,000 

Ⅲ．正味財産合計   13,910 

 

 

 

監 査 報 告 
 

  去る 2021年 5月 14日、2020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。 

 

    2021年 6月 13日 

 

                      特定非営利活動法人ならチャレンジド                            

                               監事 市場 三喜 

                               監事 村上 弘美 
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【第２号議案】 

2021 年度～ 2022 年度  役員提案 
 

  次のとおり、提案します。 
 

【任期】2021年 6月 13日～2023年 6月通常総会まで（2年間） 
 

役 職 氏  名 

理事長 赤川 義之 

理事 竹村あき子 

理事 寺田  豊 

理事 住本 友成 

理事 鴨田 好美 

理事     高木ゆかり（新任） 

監事 市場 三喜 

監事 村上 伸彦 

 

＊森川和昭さんは本総会をもって理事の任期を終えます。 

         お疲れ様でした。 

 

 

次のとおり、報告します。 

役 職 氏  名 

ソレイユ世話人 高木ゆかり 

ソレイユ世話人 横山 明美 

         

＊「ソレイユ」は、障害のある若者会「ひまわり」を見守り応援する会 
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【第３号議案】 

2021年度 事 業 方 針（案） 
2021年 4月 1日～2022年 3月 31日 

 

新型コロナウィルス渦のなか、人が集まり、ふれあうことが困難な状況が続きます。 

医療現場で奮闘される医療従事者へ敬意を表するとともに多くを学びます。 

「命」「生きる価値」「多様性」を大切にし、感染症対策をして活動します。 
 

【基本方針】 

障害のある若者がアート、就労、ボランティア等あらゆる場面において、持てる才能 

を発揮し主役でイキイキと活動できることをめざします。ここから共感の輪を拡げます。 

＊基本は「支援」という名の自己満足を排除します。 

＊「誰のための事業？」「何のための事業？」を常に問い返しながら進めます。 

（１）ならチャレンジド「ひまわり」 

障害のある若者の会「ひまわり」を全面的に応援します。 

 今年度から年会費 1,000円の登録制として、リーダー、副リーダーが軸になり、 

2カ月に 1回、大和八木駅近くで集まります。生徒・卒業生たちへ呼びかけます。 

    【主な年間計画】 

      4月：年間計画、総会＆記念講演の司会、受付、会場係の役割を決める 

      6月：総会＆記念講演 司会、受付、会場係を担う 

      8月：リーダーから「仕事、ボランティア活動」のレポート 

      10月：副リーダーから「仕事、ひとり暮らし」のレポート 

      12月：副リーダーから「結婚、出産、子育て」のレポート 

       2月：節分会 

（２） ならチャレンジド「ソレイユ」 ＊フランス語で「太陽」の意味 

4月 10日、「ソレイユ」が立ち上がりました。2カ月に 1回集まり、「ひまわり」

を見守り応援します。親の参加を呼びかけます。 

（３）会員さんへ情報提供します。本年度から年会費は 3口（3,000円）以上とします。 
  

【ならチャレンジドの役割】 

（１）特別支援学校生徒、卒業生が活躍する機会の創出 

 （２）障害のある若者会「ひまわり」の自主活動を応援 

（３）学校と行政、企業、地域社会等の“橋渡し役” 
 

１．社会参加事業 

（１）社会参加活動 

① きらり まちなかアート 《常設展》 

〈南都銀行富雄支店、奈良中央信用金庫二上支店、道の駅レスティ唐古・鍵〉 

 ＊出展者の掘りおこしに努めます。 

＊中南和地域の展示会場を増やします。 

② 第 9回キラリと輝く！特別支援学校アート展 

 ・8/5（木）～14（土）〈奈良公園バスターミナル〉＊受付、ワークショップなし 
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③ 第 5回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  

 ・８/23（月）～27（金） 〈医大病院〉 ＊患者さん、医療従事者限定の鑑賞 

④ 第 9回特別支援学校アート展 inならちゅうしん  

・10/25（月）～11/12（金）〈奈良中央信用金庫本店（田原本町）〉 

【秋以降の主な予定】 ＊中止になる場合あり 

① 大淀町人権フェスティバル  ・12/4（土）  〈大淀町文化会館〉 

② 奈良県識字合同学習会 司会、受付係 ・12月 〈川西文化会館〉 

③ 香芝冬彩 ボランティア  ・12月 

④ 大相撲「錣山（しころやま）部屋」ボランティア ・2月 〈大和ガス内〉 

（２）広報活動 

    ・チャレンジドニュースの発行 年 3回（6月、12月、2月） 

    ・ホームページで活動を紹介・・・年間を通じて随時 
 

２．就労支援事業 

（１）職場実習  

① 3年生の職場実習を軸に取り組みます。 

なんとチャレンジド株式会社、南奈良総合医療センターを重点的に取り組みます。 

② 生徒が希望する実習先を探します。 

（２）就労講習 

 ・高等養護学校授業でビルクリーニング講習を行ないます。 

・アビリンピック奈良大会（6/13）、プレアビリンピック奈良大会（2月）に参加。  
 

３．生活相談事業  ・随時、実施します。 
 

◆事業の実施に関する事項 

（１）特定非営利活動 

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 

ボランティア 
通年 県内一円 3人 

特別支援学校 

生徒卒業生多数 
585 

就労支援事業 
職場実習 

就労講習 
通年 県内一円 ２人 

特別支援学校 

生徒卒業生多数 
585 

生活相談事業 生活相談 随時 
事務所 

就労先等 
2人 

特別支援学校 

生徒卒業生多数 
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 予定なし     0 

受託事業 予定なし     0 
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2021年度 活動予算書（案） 
2021年 4月 1日～2022年 3月 31日                     

特定非営利活動法人ならチャレンジド 

【特定非営利活動】 

項  目 金  額 小  計 合  計 

Ⅰ．経常収益    

  １．正会員受取会費 300,000   

  ２．受取助成金等    

    奈良県共同募金会（ニュース発行助成） 500,000   

    協賛金・寄付金 500,000   

 経常収入計   1,300,000 

    

Ⅱ．経常費用    

  １．事業費    

    （１）人件費 0   

    （２）その他経費     

       賃借料（会議室使用料） 90,000   

       印刷製本費 700,000   

       通信運搬費（発送費等） 240,000   

       業務委託費（発送作業費） 120,000   

       ボランティア保険 10,000   

       雑費 10,000 1,170,000  

  ２．管理費    

    （１）人件費 0   

    （２）その他の経費    

       家賃（水光熱費含む） 60,000   

       通信運搬費（電話） 60,000   

       会議費 10,000 130,000  

 経常費用計     1,300,000 

       当期正味財産額増減額   0 

       前期繰越正味財産額   13,910 

       次期繰越正味財産額   13,910 

 

【その他の事業】・・・実施しません。 

 

 

 

 


