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Linkは、わたしたちのNPOが市民と市民、市民と行政、市民と事業者、 
市民と学校、子どもと大人といった様々な人たちをリンク（Link：つなぐ）
することを、そして心と心をつなぐことを目指しています 

http://www.angel-hino.com/
Tel&Fax 042-583-1528

雨の中カフェ販売の準備　「誠コーヒー美味しいですよ！」 

理事長・副理事長もおそろいのNPO 
Tシヤツで参加 

ひとりひとりに呼びかけを 

　4月半ばに新選組のふるさと歴史館館長より電話があり、新選組祭りに出店参加して

くれないか･･･との急な依頼。急遽、事務局職員でプロジェクトチームを作り、参加準

備へ突入。5月10日（土）、11日（日）の新選組祭りを迎えました。 

　販売は、有機コーヒー100円　ケーキセット300円　歳三うどん250円　フランク

フルト200円　焼き芋100円で、雨にも関わらず、全商品完売となりました。 

　ふるさと歴史館からは、出店効果で人が集まり入館者

数が昨年より増えたと喜びの言葉をいただきました。当

ＮＰＯにとっては、市民の方々をはじめ遠方からいらっしゃった入館者との交流、またい

ろいろな部門スタッフの参加で当ＮＰＯ内の交流が図れた…等々、地域貢献プラスαの得が

たい経験が出来ました。また、来年も出店する予定です。 

　会員の方々もどうぞご参加下さい。みんなで「わがふるさと日野」を盛り上げましょう。 

一番人気の焼き芋 
「焼き方に工夫あり」の逸品 

▲
 

11日のスタッフ 

▲
 

来年は会員の方の参加大募集！ 



　2007年度の会員数　2008年3月31日現在　計2598名

そのうち依頼会員1953名　提供会員470名　両方会員175

名となりました。 

◆2007年4月1日にファミサポ高幡支所を日野市福祉支援セ

ンター1階に開設しました。 

◆最近は3・4ヶ月健診会場の登録が多くなりました。「万一の

ときの安心よね！」といいながら登録するお母さん方が多く、

依頼会員はファミサポ登録で大きな安心感を得ています。 

◆事務局では、いろいろな活動依頼が持ち込まれ、提供会員

探しにアドバイザーが四苦八苦する場面もあります。また、

最近は通級の送迎の活動依頼が多くなりました。 

◆2月には会員交流会を南平体育館で開催。 

◆3月にはフォローアップ研修会として新しい試みで「食育」

講座をワークショップ形式で行いました。 

 

 

 

　企画展も充実して、来館者が昨年度は7,700人を超えま

した。受付は丁寧な応対で評判もよく、御礼のお手紙などが

とどいています。 

　この冬から2名の新しいメンバーが加わり、新旧メンバー

で工夫しながら「また来てみたい」と思っていただけるよう

研鑽を積んでいます。 

　だんだんと姿を現す多摩平団地竣工を見守りながら、午前7

時から午後10時までの受付案内業務を行いました。昨年度

年間利用人数は78,000人。利用件数は6,600件でした。ま

た、駐車場が整備され、利用者にとって使いやすい交流センター

となりましたが、受付ではこれに伴い駐車場のカードリーダーチ

ェックが業務として加わりました。なお、エコキャップの取り組み

も始めました。 

 

 

 

　今年、オープンして5年目になり、売上も2007年度は過去最

高、前年度比較＋45万円超となりました。これからも、図書館、

地域子ども家庭センター多摩平、児童館などを利用される方々

のコミュニケーションの場として、人にやさしい、環境にもやさし

いコミュニティカフェをめざし、スタッフ一同、さらにおいしいコ

ーヒーや紅茶を提供したいと思いますので、多摩平の森ふれあ

い館にお越しの折にはぜひお立ち寄りください。 

 

 

 

 

　サポーター登録25名、利用延べ日数418日、派遣時間828

時間、利用家庭数が3～4件と少なかったため、サポーター登録

した全員に業務が行き届かず、今後の課題となりました。 

育児
支援家庭

訪問事業・育児家事業

　2007年度は4月から、「0歳児ステーションおむ

すび」、「日野市子ども支援事業そだちあい」が新し

く立ち上がり、いままでにない新しい経験を積んだ

一年でした。 

　関わってくださるスタッフ（常勤･非常勤）も総勢

80名を超え、総務・経理業務も大幅に増えました。 

　当NPO法人は市役所との協働事業（委託事業）が

多くを占めるため、市役所との情報交換、打ち合わ

せ、予算折衝なども重要な業務となりました。 

　また、ファミサポの事務所が多摩平の森ふれあい

館に加えて高幡（福祉支援センター1階）に支所を

開設。なお、そだちあいが市役所保育課奥に。おむ

すびは高幡福祉支援センター1階となりました。 

　会員の方もお近くへいらっしゃったときには、ど

うぞお立ち寄り下さい。お待ちしています。 

2007年度事業報告 

2008年度の事業 

会員交流会でフラダンスを楽しむ 

2007年度事業報告 

2008年度の事業 



 

 

〈12市立保育園〉巡回8回　個別相談2回　研修6回 

〈23学童クラブ〉巡回1回　個別相談1回　研修1回　 

　　　　　　　　  交流型育成カンファレンス1回 

 10名の心理士等の専門家が巡回。市役所内にそだちあい事

務局を開設し、実施に際する様々な調整を行い、新規事業と

して保育士の安心感創出などの一定の成果をあげました。 

 

 

 

◆平成19年11月2日～12月16日 

　中央図書館の企画事業。一昨年行われた「小島善太郎展」

での受付の実績を買われての受託でした。当初の予想を大幅

に超える947人の入場者を数えました。 

 

 

 

シニア向け携帯電話講習会・訪問サポート…好評です 

　携帯電話のかけ方から学ぶ「シニア向け携帯電話講座」が

好評です。入門、初級、中級と講座も充実。60代から80代

までの受講生が楽しく学んでいます。また、パソコン操作で

困っている方にはIT講師がお宅に伺って問題解決する「訪問

サポートサービス」も好評です。お問い合わせは事務局まで。 

・平成19年6月1日より営業開始。6月第2週から3・4ヶ月

健診会場（生活保健センター）にて説明登録会を開催。一年

間で1000人近い登録者を得ています。これは日野市の年間

出生数のおおよそ1500人に対して70％を超える登録者数と

なり、日野市の親に安心感を与えたことになります。 

・3月末登録者数　805人　利用数269人　 

・利用延べ時間751時間　おためし券利用91枚 

・平均利用頻度週3日　平均利用時間2.76時間　　　　 

＊母の通院、リフレッシュ、上の子の用事、仕事などで利用 

◆親そだち講座開設 

　ベビーマッサージやわらべうたなどで、子どもへの関わり

方を学ぶ講座。新しい試みとして母子分離型の講座も開設し

ました。 

　2008年度の新しい取り組みは、ひとり親家庭ホー

ムヘルプサービス事業への取り組みです。ファミサポ

の活動とうまく連動して、子どもたちの健やかな育ち

の支援の可能性を探りたいと思います。 

　また、自主事業として子育て情報収集発信事業「子

育て応援マップ」制作に取り組みます。これは、0歳

児ステーションをきっかけに知り合ったお母さんの

ネットワークを生かして、地域の子育て情報をまと

め、草の根情報収集の経路をネットワーク化していく

ものです。また、地域情報収集発信事業「ふれ愛便利

帖」はふれあい館受付の実績から見えてきた地域情報

をまとめて発信しようとするものです。 

　会員の皆様にもご協力をお願いすることもあるかと

思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

受託事業　　今年度は下記の事業を受託しました。 

●日野市ファミリー・サポート・センター（育児　介護家事）　　 

●育児支援家庭訪問事業  育児家事支援 

●多摩平の森ふれあい館受付及び案内 

●新選組のふるさと歴史館　館内受付等業務　 

●福祉支援センター0歳児一時保育 

●子ども支援事業「そだちあい」 

●日野市ひとり親家庭ホームヘルプサービス 

2007年度事業報告 

2008年度の事業 

携帯電話を片手に熱心に受講 

2007年度事業報告 

2008年度の事業 



　ＮＰＯが活発な活動を展開するためには、ＮＰＯの趣旨に賛同し、活動を

支援してくださる皆さまのサポートなしには成り立ちません。ぜひ、会員の

輪を広げるためにご協をお願いします。また、寄付も常時受け付けています。 

　一般会員（活動に参加してくださるひと）   1,000円 

　賛助会員（活動を支援してくださるひと）   3,000円（1口） 

　法人会員（活動を支援してくださる法人） 30,000円（1口) 

　運営会員（運営に積極的にかかわるひと） 10,000円 

　入会金（一般会員、運営会員のみ1,000円） 

会員特典　年3回の会報をお届けし、主催講座やイべント等にご優待します。 

2008年度ＮＰＯ会員募集・年会費納入のお願い
編集後記 

【収入の部】        

　１．入会金等収入       

　　　　入会金収入      

　　　　会費収入      

　２．寄付金収入       

　３．受託収入       

　　　　ファミリー・サポート・センター育児支援事業      

　　　　ファミリー・サポート・センター介護・家事支援事業      

　　　　育児支援家庭訪問事業育児家事支援事業 

　　　　子ども支援事業「そだちあい」 

　　　　福祉支援センター0歳児一時保育事業 

　　　　ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業      

　　　　ふれあい館施設管理事業              

　　　　新選組のふるさと歴史館館内業務等事業 

　４．事業収入                

　　　　コミュニティカフェ 

　　　　ＩＴ推進支援事業 

　　　　市民活動団体協力事業               

　５．雑収入 

　　　　雑収入 

　６．繰越金 

　収　入　合　計                

               

【支出の部】                 

　受託事業費                

　　　　ファミリー・サポート・センター育児支援事業 

　　　　ファミリーサポート・センター介護・家事支援事業             

　　　　育児支援家庭訪問事業育児家事支援事業 

　　　　子ども支援事業「そだちあい」 

　　　　福祉支援センター0歳児一時保育事業 

　　　　ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業                

　　　　ふれあい館施設管理事業 

　　　　新選組のふるさと歴史館館内業務等事業                

　その他事業費 

　　　　コミュニティカフェ事業 

　　　　ＩＴ推進支援事業 

　　　　市民活動団体協力事業 

　　　　啓発広報事業 

　　　　子育て支援情報収集発信事業 

　　　　　①子育て応援マップ制作 

　　　　　②子育て支援事業企画調査費 

　　　　地域貢献事業 

　　　　　①新選組まつり出店 

　　　　　②ふれ愛便利帳制作 

　管理費 

　予備費 

　支　出　合　計 

          

  

 50,000 

 290,000 

110,000 

  

 19,483,000 

 7,245,000 

 1,386,000 

15,400,000 

8,550,000 

720,000 

5,454,000 

6,941,000 

 

 2,500,000 

 280,000 

500,000 

  

 29,000 

6,231,000  

  

  

  

  

19,183,000 

 7,245,000 

 1,386,000 

 15,400,000 

8,550,000 

 720,000 

5,454,000 

6,941,000 

 

 2,500,000 

280,000 

950,000 

300,000 

 

250,000 

500,000 

 

250,000 

250,000 

2,260,000 

2,000,000 

 

 

   

   

  

340,000 

110,000 

   

   

   

   

   

   

  

 

64,879,000 

  

 

 

2,830,000 

 

 29,000 

6,231,000 

  

  

  

  

  

  

  

  

    

    

    

64,879,000 

    

    

    

    

  

 

 

 

 

 

5,280,000 

2,260,000 

2,000,000 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  

 

 

74,419,000 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

74,419,000

科　　　目 

平成19年度　特定非営利活動にかかる事業会計収支計算書 
平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 

金　　　額（単位：円） 
【収入の部】 

　１．会費・入会金収入 

　　　　入会金収入 

　　　　会費収入 

　２．受託収入 

　　　　ファミリーサポート育児支援事業 

　　　　ファミリーサポート介護・家事支援事業 

　　　　育児支援家庭訪問事業育児家事支援事業 

　　　　子ども支援事業「そだちあい」事業 

　　　　0歳児一時保育事業 

　　　　0歳児一時保育親そだち事業　　　　 

　　　　ふれあい館施設管理事業 

　　　　新選組のふるさと歴史館館内業務等事業 

　　　　日野市中央公民館パソコン講座 

　　　　伊藤整展受付案内業務等事業 

　３．その他事業収入 

　　　　コミュニティカフェ 

　　　　ＩＴ推進支援事業 

　　　　市民活動団体協力事業 

　４．寄付金収入 

　５．雑収入 

　当期収入合計 

　前期繰越収支差額 

　収　入　合　計 

 

【支出の部】 

　１.　受託事業費 

　　　　ファミリーサポート育児支援事業 

　　　　ファミリーサポート介護・家事支援事業 

　　　　育児支援家庭訪問事業育児家事支援事業 

　　　　子ども支援事業「そだちあい」事業 

　　　　0歳児一時保育事業 

　　　　0歳児一時保育親そだち事業 

　　　　ふれあい館施設管理事業 

　　　　新選組のふるさと歴史館館内業務等事業 

　　　　日野市特別企画展事業 

　２.　その他事業 

　　　　コミュニティカフェ 

　　　　ＩＴ推進支援事業 

　　　　市民活動団体協力事業 

　　　　啓発広報事業 

　３.　事業運営管理費 

　当期支出合計  

　当期収支差額  

　　前期収支差額 

　次期繰越収支差額 

 

 

45,000 

296,000 

 

18,270,000 

6,900,000 

1,912,680 

14,000,000 

8,440,600 

871,790 

5,403,321 

6,941,000 

72,000 

249,999 

 

2,690,322 

287,750 

37,500 

109,500 

29,591 

 

 

 

 

 

 

18,270,000 

6,900,000 

1,077,634 

13,006,183 

5,570,920 

824,599 

4,830,683 

5,465,866 

173,948 

 

2,664,701 

358,125 

484,035 

74,400 

883,466

   

   

  

341,000 

   

   

   

   

   

 

  

  

  

 

63,061,390 

  

 

 

3,015,572 

109,500 

 29,591 

  

  

  

  

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

56,119,833 

 

 

 

 

3,581,261 

883,466

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

66,557,053 

258,904 

66,815,957 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

60,584,560 

5,972,493 

258,904 

6,231,397

科　　　目 

平成20年度　特定非営利活動にかかる事業会計収支予算書 
平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 

金　　　額（単位：円） 

自主事業 

●カフェ・グリーン 

●子育て支援事業企画情報収集事業 

●子育て支援情報収集発信事業「子育て応援マップ」 

●地域情報収集発信事業「ふれ愛便利帖」 

 

協働事業 

　市民活動団体連絡会共催「シニア向け携帯電話講座」 

　新選組まつり　新選組のふるさと歴史館　お休み処選

之介出店 

 

　多摩平のふれあい館の「カフェ・グリーン」から見える景色が

一変しました。建て替えの長い工事が終って塀がとれると、新し

い高層住宅がニョキニョキと建ち並び、ここはどこ？　といった

雰囲気です。ただ、以前からあった大きなケヤキの並木だけは美

しい緑をたっぷりとたたえて、わたしたちに森林浴をそそいでく

れます。まさしく新しい地名の「多摩平の森」にふさわしい景観

で、ここで飲むコーヒーの味は格別です。（M） 

気持ち良さそうにベビーマッサージを！ 




