
ＮＰＯ法人 

 父子家庭サポートネット

ひろしま 
平成 27 年度 事業報告書 

～子どもの笑顔がいつも絶えない父子家庭を～ 

 

 

 

 

 
 

     今年度は、各活動が定着し、gooddo（ＮＰＯ支援寄付サイト）の取り組みや 

市の方をお招きしての学習会の開催、広報媒体に掲載される等、活動の幅が 

広がりましたが、広報、事業に伴う資金の捻出、従事するスタッフの人数等に課

題が残りました。活動の周知を考えていくことが最大の課題です。 

皆様のご協力をよろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 



平成 27 年度の事業について（報告） 

 前年度に引き続き、父子家庭相談会、講演会、料理教室、フードバンク 

ひろしま連携事業、親睦バーベキュー交流会を行った。また、広島市こども 

家庭支援課の職員を招いた学習会を行い、市の担当者とのつながりをつくる 

ことができた。 

 その他の活動として、週一ノンアル会、母子寡婦福祉研修大会、ひろしまの

子育てをみんなで考えてみん会、ゆいぽーとまつりへの参加、イーパーツ寄付

プログラム等に取り組んだ。 

 その結果、子育てフリーペーパー（ママンペール、クルールひろしま）に 

掲載して戴くこともできた。 

 事務活動としては、ＨＰ、ＳＮＳ、ＮＰＯ支援寄付サイト gooddo の管理、 

会員の方には主にメールによる近況報告を行った。 

各事業の報告 

父子家庭相談会 

（事業内容） 

父子家庭ＯＢが対応。平日、土日祭日、夜間を問わず電話、 

メールでの連絡ができるようにし、必要に応じて相談連絡センターを中心に、

面談を行った。 

 

（成果） 

市の関係窓口に相談会のチラシを置いて頂いたり、ＨＰをみて連絡を下さる

方もいたが、相談回数は５回と少ない。また非通知の連絡が数件ある。 

 

（今後について） 

どのような施策があるかの相談が大半であり、当会のサポート内容、また 

連絡があった時にどのようなサポートができるのかを考えるきっかけになり、

県内（特に広島市）の施策を改めて調べ、情報提供を行った。 

相談に加え、情報提供を行うことも、相談と合わせて内容のひとつになる。 

また、相談会の広報を積極的に行う必要がある。 

 

 

 

 

 



シングルパパママ家族お手軽料理教室 

（事業内容・成果）ひとり親家族同士の親睦と家庭料理の上達を目的にして 

いるが、最近は子ども同士の交流の場にもなっている。月 1 回の開催を計画し、

定員は 6 家族、材料費 大人 400 円、子ども 200 円で、事前に申込受付をし

ている。 

 

今年度行ったメニューは下記のとおりである。 

日にち メニュー 開催場所 参加者 

6 月 28 日 リンゴカレー 広島市社会福祉センター 5 名 

8 月 30 日 さっぱり！サラダごはん 

卵スープ 

広島市社会福祉センター 8 名 

11月22日 団子汁と団子 広島市社会福祉センター 3 名 

12月23日 フライパンでピザ 

デコレーションケーキ 

広島市社会福祉センター 11 名 

2 月 28 日 キドニービーンズパイ 

自家製白あんの二重焼き 

広島市社会福祉センター 4 名 

 

 

 

 

 

 

 

 

（今後について） 

当日のキャンセルがほぼ毎回でており、中止になることもある。また、父子

家庭の参加の方は依然少ない状況が続いている。料理を通した親睦の場、また

子ども同士が交流できる場として広報していってもよいように感じる。また、

会場の社会福祉センターの移転に伴い、調理室の確保、参加者がどのようにな

るか未知数である。 



フードバンク広島連携事業 

（事業内容） 

広島のフードバンクＮＰＯ法人「あいあいねっと」様との連携事業。 

フードバンクから無料提供（市場に出すことはできなくとも、食品としての 

十分な安全性をもった食べ物を捨てずに活かす）される食料品等を、 

ひとり親家庭（父子・母子）に無料配送している。 

(成果) 

現在提供家族は 6 家族であり、提供家族より大変喜ばれている。配送は 

当会員が月 1～２回行っている。 

(課題) 

提供者が増えるに従って、配送に課題が残る。現在は 3 名であいあいねっと

に取りに行き、各家庭に配送しているが、配送、受取者共に多忙で手渡すこと

が難しいこともある。配送を担ってくれるボランティア等、手立てを考えて 

いきたい。 

 

親睦・交流会 

(事業内容) ひとり親家族＆父子サポ会員同士の親睦会として、 

７月２６日、１０月２５日に計３８名で広島市中央公園にてバーベキュー会、

１２月に忘年会、１月に新年会をおこなった。 

(成果) 

なかなか顔を合わせることができない会員同士の交流の場となった。 

バーベキュー会は、子どもの遊び場「もとまち自遊ひろば」の開催に合わせて

行い、子どもたちも外で思いっきり遊ぶことができ、参加者同士で日々の 

ことをじっくり話せる機会になった。 

(課題) 

忘年会・新年会は、なかなか参加者が集まらず日程の調整や、会員への 

呼びかけを工夫する必要を感じられた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ひとり親家庭講演会事業 

９月２６日に連携団体あいあいねっとの原田氏をお招きして、 

「食品ロス削減に向けて」を開催した。シンポジウムの 

内容は下記のとおりである。 

タイトル：食品ロス削減に向けて  

日時：９月２６日(土) 13:00～15:０0 

場所：県民文化センター６階 ひろしまＮＰＯセンター会議室 

内容：フードバンクひろしまの活動から、食品ロス削減について 

講師：あいあいねっと理事長 原田佳子氏 

 

 

 

 

 

 

調査・研究・提言事業 

 川崎市男女共同参画センターより「シングルファーザー生活実態インタビュ

ー調査報告書」を頂き、また当会に卒業論文のインタビューを行った学生より

論文を頂き、会員で読み合わせをした。来年度、この冊子をもとに学習会を 

行う予定である。 

 

※その他の事業 

週 1ノンアルの会  

シングルパパに限らずお酒への傾向に悩んでいる方を対象に週に一回 

休肝日を目的に座談会を毎週火曜日 18 時 30 分から相談連絡センターにて 

おこなった。各回参加者２名～３名 

 

他団体のイベント参加 

 母子寡婦福祉研修大会、ゆいぽーとまつり、イーパーツ寄付プログラム、 

ひろしまの子育てをみんなで考えてみん会に参加した。 

 

学習会 

 １２月５日に広島市子ども家庭支援課の職員を招き、広島市の父子家庭の現

状、主な施策を学んだ。活発な質疑応答もあり、担当の方に当会の 

パンフレット、相談会のチラシを渡した。 参加者５名。 



事務局活動 

各イベントの準備、ＳＮＳ等を使った広報、他団体との連携、定例会の開催、

会員向けメールニュースの発送、会計管理等を行った。 

特記事項は以下のとおりである。 

イベント広報及び協力（今年度実績） 

 新聞、インターネット、また団体と協力して広報を行った。 

（新聞・フリーペーパー）中国新聞、朝日新聞、読売新聞、西広島タイムス、

プレスネット、ウェンディひろしま  

（インターネット）広島お役立ち子育て情報、イクちゃんネット  

（団体）ＨＥＡＲＴｔｏＨＥＡＲＴ、もとまち自遊ひろば 

 

平成 27 年度 団体組織図 及び担当役割 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 月３０日 総会 

７月 平成２６年度 活動報告書の作成、発送 

１１月 クルールひろしま 掲載（後方に記事添付） 

１１月 ＮＰＯ支援寄付サイト gooddo に登録 

１月 クルールひろしま 子育てマイスター掲載（後方に記事添付） 

２月 イクちゃんねっと 支援のカタチに掲載（後方に記事添付） 

２月 シングルファーザー生活実態インタビュー調査報告書 

（川崎市男女共同参画センター） 頂く 

２月 シングルファーザーへの支援の一考察(性別役割分業社会にお

ける父子家庭の困難に着目して) 卒業論文 頂く 

事務局  

高松(理事長・相談連絡センター) 松本(広報・学習会) 高橋(監事) 

市民部会部長 産本(副理事長) 

ひとり親家族料理教室(高松・秋山) 

各種イベント事業(高松) 

パネルディスカッション（産本、有田） 

子ども勉強会・学習支援(高松)  

出版事業(高松、田中)  

研究、調査、提言事業(有田) 

 

父子部会部長 矢舗(副理事長) 

 フードバンク事業(矢舗、秋山) 

いいたいことを言おう会（大谷）  

 

 

 

 

 

 

定例会・総会 



 

今年度はマイナス収支となったが、前年度の寄付金で賄うことができた。 

このままの収支で行くと、2 年間でプラスマイナスゼロ収支になる。会費、 

広告協賛費の収入を増やすこと、また収入支出の見直しが必要となってくる。 

 また、センターに電話回線はなく、電話、インターネット通信費は当会の 

スタッフの個人回線を使っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（収入の部）

科目 平成２７年度 概要 Ｈ２６年度（参考） Ｈ２５年度（参考） 概要
受取会費 108,000 3団体×10,000 　　26個人×3,000 60,000 76,000
受取寄付金 5,000 2個人　　　　　（2,000、3,000） 507,000 20,000
受取民間助成金 0 167,050 0

事業収益 20,000
参加費（料理教室）9,400
参加費(バーベキュー会)　10,600

30,300 21,700

その他収益 3,181
受取利息（中国労金）　35
広告協賛費(gooddo)　3,146

21,906 2

計 136,181 786,256 117,702

（支出の部　事業費）

講演会費 34,000 42,325 57,132
相談連絡センター運営費 65,788 182,010 8,250 ※　平成25年度は　相談会開催費
料理教室運営費 13,883 食材費等 13,338 23,275
フードバンク運営費 3,000 郵送に関するガソリン代等 6,000 1,500

親睦バーベキュー会開催費 26,856 46,608 0
※　平成26年度は　ポン菓子大会、
パソコン分解教室等を含む

連携団体会費 10,000 3団体 15,000 15,000
冊子出版費 0 0 19,260
計 153,527 305,281 124,417

（支出の部　その他経費）

消耗品費 6,090 コピー用紙、インク等 21,492 55,654
通信費 21,823 郵送代 23,994 13,020
租税公課 0 200 1,620
事務費 16,134 印刷代等 0 3,470
口座徴収料金 0 0 2,500
会議費 10,658 飲み物、茶菓子等 1,779 0
旅費交通費 49,740 センター通勤費等 0 0
支払手数料 13,760 パソコンリユース、振込手数料等 1,210 0

支払寄付金 0 120,000 0
※平成26年度は寄付者より、
土砂災害の義捐金として支払

施設使用費 0 3,480 0
法人市民税（未還付） 0 0 20,800
計 118,205 172,155 97,064

支出計 271,732 477,436 221,481

収入‐支出 -135,551 308,820 -103,779 次期繰り越し財産　292,625

平成27年度　予算執行状況について
ＮＰＯ法人父子家庭サポートネットひろしま



 

「イクちゃんネット」支援のカタチに 掲載記事 

 

クルールひろしま 掲載記事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



クルールひろしま 子育てマイスター掲載記事 

 

 

 

 

 

 

 



平成 28 年度にむけて 

事業について 

前年度に引き続き、父子家庭相談会、料理教室、フードバンクひろしま連携

事業、親睦バーベキュー交流会、その他の活動として、週一ノンアル会を計画

して、活動を続けていく。 

今年度は父子家庭に関する学習会（父子サポカフェ）を開催し、学習会に 

関連したミニシンポジウムを計画し、また各種団体と連携し事業を行っていく。 

 

事務局について 

前年度に引き続き、ＨＰ、ＳＮＳ、ＮＰＯ支援寄付サイト gooddo の管理、 

有効活用、情報の発信を行っていく。また会員の方にはメール、郵送を通じ 

積極的に情報を提供し、活動のお知らせや報告を行うようにしていく。 

また、会員増に向けて、広報等をしていく。 

 

平成 28 年度 団体組織図 
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団体の状況(平成 28年 5月現在) 

※会員数 

正会員 14 名 賛助会員 個人 24 名 団体会員 3 法人 

※主な施設利用先 

ひろしまＮＰＯセンター共同事務所、広島市社会福祉センター、 

中区社会福祉・ボランティアセンター、広島市男女共同参画推進センター 

「ゆいぽーと」、広島市市民交流プラザ、広島市中央公園 

※主な連携団体 

（当会会員）ＮＰＯ法人あいあいねっと・フードバンクひろしま、ＮＰＯ法人

もちもちの木、（有）ケイエスジー、 

ひろしまＮＰＯセンター、 

市民活動ネットワーク ＨＥＡＲＴ ｔｏ ＨＥＡＲＴ、広島市男女共同参画

推進センター「ゆいぽーと」、広島市社会福祉協議会、広島市母子寡婦福祉 

連合会、広島市・県学童保育連絡協議会、もとまち自遊ひろば 

ＮＰＯ法人父子家庭サポートネットひろしま活動支えのお願い 

当団体では、皆様の支えがあって、各活動を行っております。 

「子どもの笑顔がいつも絶えない父子家庭」にサポートをよろしくお願い 

します。 

 

１、会員として活動を支える 

・正会員になる・・当団体の活動に参加する方（総会での議決権を持ち、 

当法人の意思決定にご参加いただけます） 

→年会費 個人 3,000 円 団体 10,000 円 

・賛助会員になる・・主に活動資金、支援物資援助を行い、広報等協力いただ

ける方 

→年会費・・個人 3,000 円 団体 10,000 円 

※正会員、賛助会員共に定期的にメール、郵送にてニュースを送信します。 

 

 

 

 

 

 



２、ほかの支え方として・・ 

・ＮＰＯ支援寄付金サイト gooddo の「応援する」クリック 

※gooddo 父子サポで検索 

（応援の仕方） 

http://gooddo.jp/gd/group/fusisapo/ 

上記の父子サポページよりスクロールした右方向に「応援する」ボタンが 

あり、クリックしていただくことにより、ポイントが入り、そのポイントに応

じて支援金が父子サポに入る仕組みです。（例・・3000 ポイント＝300 円） 

1 週間ごとに集計が行われておりますので、お見かけ頂けたら 

一緒にゴールを目指していただけると嬉しいです。 

・寄付金、寄付品での支援、ｆａｃｅｂｏｏｋへのいいね！シェア、近隣、 

知り合いの方へのＰＲ、各種活動のお手伝いなどで団体の支援ができます。 

 

(会費・寄付金払込先) 

ゆうちょ銀行 

口座記号 01340-6-89060 

口座名義 ＮＰＯ法人父子家庭サポートネットひろしま 

(他銀行からの場合) 

口座記号番号 一三九 当座預金 0089090 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 NPO法人父子家庭サポートネットひろしま  

〒730-0013 広島県広島市中区八丁堀 3-1幟会館 2階 

ＴＥＬ 090-7545-5267 ＦＡＸ 082-534-5357 

メール fusinet-hiroshima@ezweb.ne.jp 

※ＨＰ      http://fusisapo.jimdo.com/ 

※ブログ     http://blog.livedoor.jp/fusinet_hiroshima/ 

※フェイスブック http://www.facebook.com/fusisapo 

※ツイッター   http://twitter.com/fusinet_hiro 

※gooddo父子サポページ http://gooddo.jp/gd/group/fusisapo/ 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 



※当会のパンフレットです。 

 

 

 


