
 

 

特定非営利活動法人 

羽曳が丘Ｅ＆Ｌ 

第８回通常総会 
開催日時：平成２４年５月６日（日）午後５時３０分開会 
 
開催場所：羽曳が丘ＭＯＭＯプラザ ２Ｆ 
 
議  案： 第１号議案 平成２３年度事業報告承認の件 
 
   第２号議案 平成２３年度決算報告承認の件 
 
   第３号議案 定款改正の件 
 
   報告事項 平成２４年度事業計画及び収支予算報告の件 

 



 

 

第１号議案 平成２３年度事業報告承認の件 

平成２３年度事業報告（案） 

Ⅰ 事業期間 
 平成２３年４月１日～平成２４年３月３１日 
Ⅱ 事業の成果  
新規事業として、「男の料理教室」を立ち上げ、新たに造られた９丁目公園において、「ビオトープフ

ェスタ」を２年ぶりに復活再開をしました。そのほか計画にあった事業は継続して執行しました。 
 全体の事業経常収入は、3,750,413 円（予算 3,960,000 円）経常支出は 3,460,103 円（予算 4,198,000
円）で今期の経常収支差額は、290,310 円の黒字（予算-238,000 円の赤字）となりました。予算に対す

る改善額は 528,310 円であります。主な要因は＊アルミ缶事業の支出減（約 123 千円）＊広報紙発行費

用の減（約 175 千円）＊男性料理教室の経費減（約 75 千円）＊事務費等の節減（約 101 千円）等であ

ります。一方、第一集会所における標準葬儀数は減少傾向が続いております。 
Ⅲ 事業の実施状況 
（事業名）アルミ缶回収事業 

（内容） 
① ３箇所の集会所に設置したアルミ缶回収バケットへの持ち込み投入 
② 古新聞回収の上本商店に、アルミ缶も同時回収を委託 
③ E&L は回収日のお知らせチラシの配布を実施 
④ 23 年度は約 9 トンのアルミ缶を回収しました。 
（日時）通年 
（対象区域）羽曳が丘全域 
（収入）３１２，４５５円 
（支出）  ９，５５７円 
（利益）３０２，８９８円（予算１８０，０００円） 
  
（事業名）地域交流事業 

（内容）夏祭り、ふれあいフェスティバルなど地域でのイベントに出店参加 
（日時・場所） 
○夏祭り            ７月  羽曳が丘神社 
○ふれあいフェスティバル    １１月 羽曳が丘小学校 

（対象者）地域住民 
（収入）３３２，０９６円 
（支出）２００，６７８円 
（利益）１３１，４１８円（予算１３５，０００円） 
 
（事業名）惣菜調理・宅配事業 

（内容）高齢者の見守りを兼ね、週一回手づくりのお惣菜の会員による宅配。 



 

 

 年間総数 １，６６５食 
（日時）７，８月を除く月の毎週金曜日 
（場所）調理は MOMO プラザの調理室。宅配は各戸。 
（対象者）原則７５歳以上の高齢者 
（収入）  ７７０，７４３円 
（支出）１，０９８，４９７円 
（利益）－３２７，７５４円（予算－３２９，０００円） 
 
（事業名）交流サロン事業 

（内容）ピアノ伴奏、DVD により「みんなで歌おう」を開催 年間延参加者数５２６名 
（日時）毎月第２土曜日 
（場所）第二集会所 
（対象者）地域住民 
（収入）  ９２，２００円 
（支出） １４５，８５６円 
（利益）－５３，６５６円（予算－５８，０００円） 
 
（事業名）ビオトープ事業 

（内容）２４年１月に整備された９丁目公園（ビオトープ公園）の整備計画に参画し、ビオトープ池完

成後、第９回ビオトープフェスタを開催しました。 
（日時・場所）ビオトープフェスタ  ２４年３月 ９丁目公園 
（対象者）地域住民、幼稚園、小学校、中学校、府立大学 
（収入）  ８３，２００円    ０円 
（支出） ２３４，７５６円     ４１，４１０円  整備資材購入費 
（利益）－１５１，５５６円（予算 ０円）  －４１，４１０円（－１８０，０００円） 
 
（事業名）伯耆町交流ツアー 

（内容）昨年度は諸般の事情で中止しましたが、以前より交流のある伯耆町（鳥取県）に第２回目とな

る 1泊バスツアーを実施しました。 

（日時・場所）平成２３年７月３０日～３１日 水木しげるロード、美保関他 

（対象者）会員及び家族等（大人３４名・子供７名・計４１名が参加） 

（収入） ４５２，５００円 

（支出） ５００，６８９円 

（利益）－４８，１８９円（予算－７０，０００円） 

 

（事業名）標準葬儀 

（内容）羽曳が丘町会連合会から委託を受け、集会所及び羽曳が丘標準葬儀において、樒受付け、樒の

印刷掲示、会葬者へのお礼状配布などを行う。 
（日時）通年随時 



 

 

（場所）第一集会所 
（対象者）羽曳が丘地域の住民 
（収入） ６８９，０００円 
（支出） １１０，７４０円 
（利益） ５７８，２６０円（予算 ８４０，０００円） 
 
（事業名）広報誌・印刷・ネットワーク事業 

（内容）羽曳が丘の団体が発行する広報誌編集と印刷。集会所でのコピーサービス。他団体との連携・

ネットワーク事業の展開。 
（日時）通年、随時 
（場所）羽曳が丘第二集会所、羽曳が丘第三集会所 
（対象者）一般、羽曳が丘の地域団体 
（収入） ３０５，８４７円 
（支出） ２３１，９８５円 
（利益）  ７３，８６２円（予算 ５５，０００円） 
 
（事業名）出版関連事業 

（内容）E&L の広報発行。公園などに設置した占用看板に計画図などを掲示。 
（日時）広報誌は年２回発行 
（場所）看板は羽曳が丘地区内の公園など８箇所 
（対象者）地域住民 
（収入）なし 
（支出）  １８５，６７２円 
（利益） －１８５，６７２円（予算－３６０，０００円） 
 
（事業名）調査研究・ネットワーク事業 

（内容）E&L の活動発表（総会・交流会）や府立大学での講演など 
（日時）随時（場所）大阪府立大学など 
（対象者）大阪府立大学など他の団体 
（収入） ３７，０００円 
（支出）１０９，６１６円 
（利益）－７２，６１６円（予算－１７６，０００円） 
 
（事業名）管理部・管理業務 

（内容）E&L 事業全体の管理、理事会開催、関係機関との調整等、一般管理事務 
（日時・場所）羽曳が丘第二集会所内のオフィス 
（収入）     ３７２円 
（支出） ４７９，５８１円 
（利益）－４７９，２０９円（予算－６９５，０００円） 



 

 

 
（事業名）男の料理教室事業 

（内容）男性に料理の指導と調理体験してもらい、料理の楽しさを味わってもらう。 
 開催回数 ８回 参加者 のべ１０５名 
（日時）１、４、５、８月を除く第１土曜日 
（場所）羽曳が丘小学校家庭科室 
（対象者）地域住民の男性 
（収入） １０６，０００円 
（支出） １１１，０６６円 
（利益）  －５，０６６円（予算－８０，０００円） 
 
Ⅳ 社員総会の開催状況 
（日時）平成２３年５月８日（日）午後５時３０分～６時３０分 
（場所）羽曳野市羽曳が丘モモプラザ 
（社員総数） １６２名 
（出席者数） １１３名（うち委任状出席者７７名、書面表決者 名） 
（内容）  第１号議案     
      審議の結果、全員一致で可決承認 
      第２号議案     
      審議の結果、全員一致で可決承認 
      第３号議案     
      審議の結果、全員一致で可決承認 
 
Ⅴ 理事会その他の役員会の開催状況 
 理事会は１月を除く毎月開催。理事会での議案等は別表の通り。 



 

 

 報告事項 平成２４年度事業計画及び収支予算報告の件 

平成２４年度事業計画 

Ⅰ 事業の実施方針 

 前年度までの事業は引き続き継続して取り組み、新たにできた９丁目公園のビオトープ池の維持管理

と池周辺の整備を新たに取り組んでいく。 
Ⅱ 事業の実施に関する事項・各事業方針 
（事業名）アルミ缶回収事業 

（内容）３箇所の集会所に設置したアルミ缶回収バケットへの持ち込み投入と、古新聞回収の上本商店

に、アルミ缶も同時回収を委託 
（日時）通年 
（対象区域）羽曳が丘全域 
（収入） ２８０，０００円 
（支出） １００，０００円 
（利益） １８０，０００円 
  
（事業名）地域交流事業 

（内容）夏祭り、ふれあいフェスティバルなど地域でのイベントに出店参加 
（日時・場所） 
○夏祭り            ７月  羽曳が丘神社 
○ふれあいフェスティバル    １１月 羽曳が丘小学校 

（対象者）地域住民 
（収入） ３００，０００円 
（支出） １６５，０００円 
（利益） １３５，０００円 
 
（事業名）惣菜調理・宅配事業 

（内容）高齢者の見守りを兼ね、週一回手づくりのお惣菜の会員による宅配。 
（日時）７，８月を除く月の毎週金曜日 
（場所）調理は MOMO プラザの調理室。宅配は各戸。 
（対象者）原則７５歳以上の高齢者 
（収入）  ７３０，０００円 
（支出）１，０６３，０００円 
（利益） －３３３，０００円 
 
（事業名）交流サロン事業 

（内容）ピアノ伴奏、DVD により「みんなで歌おう」を開催 
（日時）毎月第２土曜日 



 

 

（場所）第二集会所 
（対象者）地域住民 
（収入）  ９０，０００円 
（支出） １５４，０００円 
（利益） －６４，０００円 
 
（事業名）ビオトープ事業 

（内容）２４年１月に整備された９丁目公園（ビオトープ公園）の池周辺への植栽などによる整備及び

日常の維持管理。公園内の多目的倉庫に棚設置などの施設整備。幼稚園、小学校の屋外授業への協力。

ビオトープフェスタの開催。 
（日時・場所）通年 ９丁目公園 
（対象者）地域住民、幼稚園、小学校、中学校、府立大学 
（収入） １８０，０００円 
（支出） ３３３，０００円（池の整備資材等の購入費用１５０，０００円を含む） 
（利益）－１５０，０００円 
 
（事業名）伯耆町交流ツアー 

（内容）交流のある伯耆町（鳥取県）へ第３回目となる 1泊バスツアーを実施。 

 全国有数のブナ原生林についての説明を受け、自然環境保護の大切さを体験する。 

（日時・場所）未定 

（対象者）会員及び家族 

（収入） ４５０，０００円 

（支出） ５２０，０００円 

（利益） －７０，０００円 

 

（事業名）標準葬儀 

（内容）羽曳が丘町会連合会から委託を受け、集会所及び羽曳が丘標準葬儀において、樒受付け、樒の

印刷掲示、会葬者へのお礼状配布などを行う。 
（日時）通年随時 
（場所）第一集会所 
（対象者）羽曳が丘地域の住民 
（収入） ６８９，０００円 
（支出） １１０，０００円 
（利益） ５７９，０００円 
 
（事業名）広報誌・印刷・ネットワーク事業 

（内容）羽曳が丘の団体が発行する広報誌編集と印刷。集会所でのコピーサービス。他団体との連携・

ネットワーク事業の展開。 
（日時）通年、随時 



 

 

（場所）羽曳が丘第二集会所、羽曳が丘第三集会所 
（対象者）一般、羽曳が丘の地域団体 
（収入） ３０３，０００円 
（支出） ２２９，０００円 
（利益）  ７４，０００円 
 
（事業名）出版関連事業 

（内容）E&L の広報発行。公園などに設置した占用看板に計画図などを掲示。 
（日時）広報誌は年２回発行 
（場所）看板は羽曳が丘地区内の公園など８箇所 
（対象者）地域住民 
（収入） なし 
（支出） ２００，０００円 
（利益）－２００，０００円 
 
（事業名）調査研究・ネットワーク事業 

（内容）E&L の活動発表や府立大学での講演など 
（日時）随時（場所）大阪府立大学など 
（対象者）大阪府立大学など他の団体 
（収入）  ５５，０００円 
（支出） １９１，０００円 
（利益）－１３６，０００円 
 
（事業名）管理部・管理業務 

（内容）E&L 事業全体の管理、理事会開催、関係機関との調整等、一般管理事務 
（日時・場所）羽曳が丘第二集会所内のオフィス 
（収入）       ０円 
（支出） ４５８，０００円 
（利益）－４５８，０００円 
 
（事業名）男の料理教室事業 

（内容）男性に料理の指導と調理体験してもらい、料理の楽しさを味わってもらう。 
（日時）１、４、５、８月を除く第１土曜日 
（場所）羽曳が丘小学校家庭科室 
（対象者）地域住民の男性 
（収入） １２０，０００円 
（支出） １２０，０００円 
（利益）       ０円 
 


