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2022年度 第 13回通常総会 
 

●2022年 5月 29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、野畑晴華さん（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 

   岡田 恭子 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 

   岡山 弘美 奈良県立医科大学障害者雇用推進マネージャー 

   小原 孝清 大和リース株式会社奈良支店長 

５．総会 

  （１）議長選出 水野雄仁さん、野畑晴華さん（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 2021年度事業報告および収支決算承認の件 

       第２号議案 2022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～ 

市立奈良病院 手術部  

       副看護部長 小木
こ ぎ

 裕子
ゆ う こ

さん 

     看護補助者 井上
いのうえ

 春斗
は る と

さん （高等養護学校卒） 

   インタビュー 

     看護補助者 3名（高等養護学校卒） 

２．質問、意見交流 

３．閉会                     16時 15分 



2 

 

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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追悼申し上げます 寺田豊理事 様 

（67歳、ＮＰＯ法人ならチャレンジド） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年 2月 9日、寺田豊理事（67歳）は 3年間の闘病のなか、体調を崩しお亡くなりに

なりました。体調のいいときは活動現場に顔を出し、常に障害のある若者へ心を寄せて

くださいました。 

 寺田理事との出会いは、ならチャレンジド設立（2010 年）の翌年、奈良県健康  

福祉部次長のころでした。昼休みにサッカー着で県庁周辺をランニングする姿が  

印象的です。 

 2011年、奈良県、奈良県教育委員会、ならチャレンジド三者が軸になり 16団体による

2カ年の官民協働事業＝新しい公共の場づくりのためのモデル事業「特別支援学校生徒の

社会参加および就労支援」がスタートしました。寺田理事は奈良県健康福祉部次長とし

て参画、官民協働のパートナーとして地道に取り組まれました。おかげで特別支援学校

生徒の社会参加と就労は県市町村、企業、地域社会において飛躍的に拡大しました。 

 「県庁ほのあかり 2011」においても、県健康福祉部次長として奈良県代表のご挨拶を

していただきました。奈良県行政のあたたかさと本気度を感じ、特別支援学校生徒、Ｐ

ＴＡの皆さまはとても勇気づけられました。 

2013 年県庁退職後は、天理よろづ相談所病院、天理医療大学の事務局長を勤められ、

ならチャレンジド理事（2013 年 7 月～）に就任されました。同病院でも障害のある人に

就労の道を開くなど多大な貢献をいただきました。 

 穏やかな人柄で、熱い心をもって障害のある人をはじめ困った人たちのために、でき

ることは何でもする積極的な姿勢を貫いてこられました。 

寺田理事の心は今も私たちと共にあります。私たちのかけがえのない同志です。  

ここに寺田豊理事の長年のご尽力に心から感謝するとともにご冥福をお祈り申し上げ

ます。                               

                                   合掌 

 2022年 3月 10日 
 

ＮＰＯ法人ならチャレンジド 

                          理事長 赤川 義之 

県庁ほのあかり（2011年 8月） ならチャレンジド設立 10周年記念事業（2020年 8月） 
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【第 1号議案】 

2021 年度  事 業 報 告 
2021年 4月 1日～2022年 3月 31日 

 

１．事業の成果 

   新型コロナウィルス感染症により、大勢が集まる取り組みは中止となりましたが、感

染症対策を行ない、工夫しながら活動を行なってきました。 

障害のある若者当事者会「ひまわり」、支援者会「ソレイユ」が歩み始めました。 

  「きらりまちなかアート」（常設展示）は県内 4カ所で展開、新たに大和リース株式会 

社「仮囲いアート展」が始まりました。 

（１）障害のある若者当事者会「ひまわり」 

   リーダー、副リーダー3名が軸になり、2カ月に１回の定例会を開催し、会員の交流を

深めています。会員 27名。 

    ・4/25（日）年間計画   ・6/13（日）ならチャレンジド総会の司会、受付等 

    ・8/22（日）中嶌章太さん報告「仕事、ボランティア」 

    ・10/31（日）水野雄仁リーダー報告「仕事、ひとり暮らし」、ハロウィン 

    ・12/5（日）竹村香織副リーダー報告「結婚、出産、子育て」 

    ・2/6（日）節分会 

（２）支援者会「ソレイユ」 

   「ひまわり」の支援者会として、2カ月に 1回の定例会を開催しました。 

    ・4/17（土）立ち上げ会議        ・6/19（土）写真立て製作 

    ・8/21（土）ハ―バリウムペン製作 ・10/21（土）マスクチェーン製作 

    ・12/18（土）お正月リース製作   ・2/19（土）情報交換 

（３）第 9回キラリと輝く！特別支援学校アート展（8/5～14、奈良公園バスターミナル）、

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（8/23～27、

医大病院）を開催しました。 

県民や患者さん、医療スタッフ等に感動をもって見ていただきました。 

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

奈良交通各社の全面的なご協力により開催しました。3カ月ごと（6月、9月、12月、

3月）に作品を入れ替え、作者が地域社会とつながる常設展示です。 

12月から新たに南奈良総合医療センターが加わりました。 

【展示場所】南都銀行富雄支店（奈良市）、奈良中央信用金庫高田支店（大和高田市） 

道の駅レスティ唐古・鍵（田原本町、奈良交通株式会社運営） 

                 南奈良総合医療センター(大淀町) 

（５）大和リース株式会社「仮囲いアート展」が 3月 20日（日）、生駒市小平尾町の業務ス

ーパー駐車場で始まりました。9 月ごろまで開催予定。キラリと輝く！特別支援学校

アート展へ大和ハウスグループが協賛されたご縁です。11名の作品パネルが見事に展

示されています。企業とつながることで、新たな展開が始まりました。 

（６）職場実習を取り組み、市立奈良病院で高等養護学校卒業生が就労へつながりました。 

市立奈良病院：高等養護学校 3人（看護補助） 
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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 ひまわり、アート展 年間 県内一円 5人 生徒卒業生多数 1,285 

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 449 

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 43回  主な取り組みは下記のとおりです。 

① 第 9回キラリと輝く！特別支援学校アート展 後援団体へ表敬訪問 

 土屋直毅副知事、村井浩副知事、吉田育弘県教育長（訪問順） 7/21 

 山下徳子ＮＨＫ奈良放送局長  7/26  

上田清市町村人権・同和問題「啓発連協」会長 7/27 

② 赤い羽根共同募金委運動スタート式 【アピール】奈良西養護学校生徒 10/1 

③ 第 9回特別支援学校アート展 inならちゅうしん 10/25～11/12 

④ 奈良県識字合同学習会 【司会、受付】高等養護学校生徒 3名 12/18  

【表紙絵】上東芳暢さん作品（大淀養護学校卒） 

⑤ 全国アビリンピック出場選手が地元市長、町長表敬訪問 

 橿原市 11/5 斑鳩町 11/5 香芝市 11/8 桜井市 11/8 奈良市 11/19 

⑥ 富岡翔選手（高等養護学校）が全国アビリンピック「ビルクリーニング」銅賞 

 斑鳩町長表敬訪問 2/8 

（２）職場実習 ・・・ 年間 14回（4事業所）   

① 市立奈良病院        高等養護学校 3人（看護補助） 

② 南奈良総合医療センター   高等養護学校 1人（看護補助） 

③ なんとチャレンジド（株）   高等養護学校 4人（事務） 

④ 奈良市和楽園        高等養護学校 1人（清掃） 

（３）ビルクリーニング講習会（就労支援）  

   ・高等養護学校の授業「ビルクリーニング」講習会 

   ・アビリンピック奈良大会および全国大会にむけた講習会 

【講師】アスカ美装(株)、天理建物管理(株)、(株)シティサービス各社代表取締役 

     5/20 6/3 11/16 12/２ 12/16 
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2021年度 活動計算書 

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．会員受取会費 338,000 338,000  

  ２．受取助成金等    

    奈良県共同募金会（ニュース発行） 500,000   

協賛金（法人） 850,000   

    寄付金 148,000   

  1,498,000  

  ３．その他収入（受取利息） 19 19  

 経常収入計   1,836,019 

    

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（ニュース等） 685,040   

       通信運搬費（発送費） 343,170   

       業務委託費（発送作業費） 140,000   

       賃借料（ひまわり等） 67,015   

       看板費（アート展） 66,000   

       謝金（仮囲いアート展） 330,000   

       保険料（ボランティア保険） 23,100   

       消耗品費（アート展等） 78,500   

       雑費（振り込み手数料等） 1,710   

  1,734,535  

  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） 49,242   

  109,242  

 経常費用計     1,843,777 

       当期正味財産額増減額   ▲7,758 

       前期繰越正味財産額   13,910 

       次期繰越正味財産額   6,152 
 

【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） 534,600 

ならチャレンジド 340,236 発送費 215,196 

  発送作業費 90,000 

  支払い手数料 440 

合 計 840,236 合 計 840,236 
  

＊総額の 2分の 1を社会参加事業費（420,118円）、就労支援事業費（420,118円）とする。 

 

 

 

第 9回キラリと輝く！特別支援学校アート展  

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 

収 支 決 算 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

＊社会参加事業費（484,294円）とする 

第9回キラリと輝く！ 特別支援学校アート展 

収  入 支  出 

ならチャレンジド 

（協賛金、寄付金含む） 
238,636 

会場費 18,260 

看板費 66,000 

チラシ、ポスター印刷費 75,110 

発送費 58,296 

発送作業費 20,000 

雑費 970 

小  計 238,636 

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 

ならチャレンジド 

（協賛金、寄付金含む） 
245,658 

ニュース印刷費 67,280 

発送費 69,678 

発送作業費 30,000 

備品 78,500 

雑費 200 

小  計 245,658 

合 計 484,294 合  計 484,294 
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2021年度 貸借対照表 
2022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   

       ゆうちょ銀行預金 746,963   

             南都銀行預金 1,259,188   

       近畿労働金庫預金 1   

           流動資産小計  
 

 

  ２．固定資産    

      固定資産小計  0  

資産合計   2,006,152 

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 13,910   

       当期正味財産額 ▲7,758   

        正味財産合計 6,152 
 

 

        負債および正味財産合計   2,006,152 

 

（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 2,000,000 0 0 2,000,000 
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2021年度 財 産 目 録 
2022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   

       ゆうちょ銀行預金 746,963   

             南都銀行預金 1,259,188   

       近畿労働金庫預金 1   

           流動資産計  
 

 

  ２．固定資産    

       固定資産小計  0  

              資産合計   2,006,152 

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   6,152 

 

 

 

監 査 報 告 
 

  去る 2022年 5月 2日、2021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。 

 

   2022年 5月 29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 伸彦 
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【第 2号議案】 

2022年度 事 業 方 針（案） 
2022年 4月 1日～2023年 3月 31日 

 

新型コロナウィルス感染症が続くなか、自粛することなく、できる活動を探ります。 

「命」「人間の尊厳」「多様性」を追求します。 
 

【基本方針】 

ならチャレンジドの活動主軸を転換します。 

これまでは《職場実習、社会参加活動の新規開拓》を軸に「学校と企業、地域社会をつ 

なぐ橋渡し役」を主活動にしてきましたが、一定の成果を収め、社会的役割を果たせたと 

考えています。 

今後は当事者会《ひまわり、ソレイユ、きらりまちなかアート》へ主軸を転換します。 

「主役は障害のある若者」――当法人設立以来、当事者第一が基本理念です。 

障害のある若者はアート、就労、ボランティア等あらゆる場面において力を発揮し、社 

会へ新たな価値を創出しています。そこから「共感の輪」が拡がっています。 

＊「誰のための事業？」「何のための事業？」を常に問い返しながら取り組みます。 
 

（１）障害のある若者会「ひまわり」を全面的に応援します。 

リーダー、副リーダーは「リーダー会」を開催して、ひまわりの企画・運営をし 

ています。2カ月に 1回、大和八木駅近くの「すみれホール」に集まります。 

年会費 1,000円の登録制、毎年、更新します。 

    【年間計画】 

      4月：野畑晴華さん（副リーダー）の発表、年間計画 

      6月：総会＆記念講演 《司会、受付、会場係》 

      8月：竹村俊輝さん（副リーダー）の発表、ハロウィン計画 

      10月：大前友利さん（ひまわり）の発表、ハロウィン 

      12月：高木雄斗さん（ひまわり）の発表、節分会計画 

       2月：節分会 

（２）ならチャレンジド支援者会「ソレイユ」へ参加を呼びかけます。 

世話人を軸に「県心身障害者福祉センター」（高等養護学校隣）に 2カ月に 1回 

集まります。支援者の交流を深めるとともに「ひまわり」を応援します。 

年会費 1,000円の登録制、毎年、更新します。 ＊ソレイユ：フランス語「太陽」 

（３）きらりまちなかアート《常設展》 ～若者と企業、地域社会をつなぐ～ 

アート展で出会った作者 10名です。作者が 3か月ごと（6月、9月、12月、3月） 

に地元の展示会場へ作品を搬入して入れ替えます。作品選定は企業等がします。 

・南都銀行富雄支店（奈良市） 

・奈良中央信用金庫高田支店（大和高田市） 

・道の駅レスティ唐古・鍵（磯城郡田原本町、奈良交通株式会社運営） 

・南奈良総合医療センター（吉野郡大淀町） 

（４）会員さんへ情報提供します。毎年、総会に合わせて会員を更新します。 
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◎特定非営利活動 

１．社会参加事業 

（１）社会参加事業・・・主な取り組み 

①第 10回キラリと輝く！特別支援学校アート展 

・8/5（金）～12（金） 〈奈良公園バスターミナル〉  ＊受付なし 

【主催】県特別支援学校長会、ならチャレンジド 

②第 6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  

・9/12（月）～10/7（金） 〈医大病院〉 ＊患者さん、医療従事者限定鑑賞 

【主催】県立医科大学、県立高等養護学校、ならチャレンジド 

③第 10回特別支援学校アート展 inならちゅうしん  

・10/24（月）～11/11（金） 〈奈良中央信用金庫本店、田原本町〉 

・高等養護学校、明日香養護学校の作品展示 

【主催】奈良中央信用金庫 

④大和リース(株)奈良支店 仮囲いアート展 

・県内の工事現場 

【主催】大和リース株式会社 

⑤差別をなくす市町村民集会 受付係  ・7月   〈県内市町村〉 

⑥赤い羽根共同募金運動スタート式   ・10/1(土) 〈近鉄奈良駅前広場〉 

⑦全国人権・同和教育研究大会     ・11/26（土）27（日） 〈奈良市他〉 

⑧大淀町人権フェスティバル      ・12月   〈大淀町文化会館〉 

⑨奈良県識字合同学習会 司会、受付係 ・12月     〈川西文化会館〉 

（２）広報活動 

     ・チャレンジドニュース発行 年 3回（7月、12月、2月）、7000部発行 

     ・ホームページで活動紹介  年間を通じて随時 
 

２．就労支援事業 

  （１）職場実習 

①3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、病院の看護補助業務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。 

・プレアビリンピック奈良大会（5/31）、アビリンピック奈良大会（7/23）へ参加。  
 

３．生活相談事業   

随時、実施します。 

 

◎その他の事業 

  実施しません。 
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◆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 
ひまわり 

アート展等 
通年 県内一円 6人 

特別支援学校 

生徒卒業生多数 
933 

就労支援事業 職場実習 通年 県内一円 2人 
特別支援学校 

生徒卒業生多数 
507 

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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2022年度 活動予算書（案） 
2022年 4月 1日～2023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．会員受取会費 350,000   

  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 720,000   

 経常収入計   1,570,000 

    

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（ニュース等） 700,000   

       通信運搬費（発送費等） 350,000   

       業務委託費（発送作業費） 140,000   

       看板費（アート展） 66,000   

       消耗品費（アート展等） 100,000   

       ボランティア保険 10,000   

       雑費 4,000 1,460,000  

  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） 50,000   

  110,000  

 経常費用計     1,570,000 

       当期正味財産額増減額   0 

       前期繰越正味財産額   6,152 

       次期繰越正味財産額   6,152 

 

【その他の事業】・・・実施しません。 

 

 


