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****************************************************************************** 

2014 年度「つくば市子育て支援ネットワークかるがも・ねっと」 

総会資料 

****************************************************************************** 

＜報告＞ 

Ⅰ．2013 年度会務報告 

①会員数（2014 年３月 31 日現在） 

正会員  53 名・機関・団体 

賛助会員 ３名・機関・団体 

②世話人会の開催（７回） 

2013 年 6 月 27 日（木），8月 1日（木），9月 24 日（火），10 月 23 日（水），12 月 26 日（木） 

2014 年 １月 24 日(金)，３月 3日（月） 

Ⅱ．2013 年度活動報告 

①つくば市子育てカレンダー」の編集・発行（12 回） 

＊編集・発行 つくば市子育て支援ネットワーク かるがも・ねっと世話人会 

筑波大学共生教育学（教育社会学）研究室 

協力 つくば市福祉部こども課（用紙の提供） 

 ＊発行頻度  月間（毎月 1日発行） 

 ＊発行枚数  1300 枚/月 

 ＊配布先   つくば市内の公共施設・民生児童委員 

市内産科・小児科クリニック（7箇所） 

 ＊配布方法  担当部署（こども課・生涯学習課・福祉課）依頼及び配達 

＊2007 年 1 月号からの継続 

②研修・交流会の開催 

2013 年 9 月 12 日（木） 

研修交流会「つくば市赤ちゃん訪問と社協ファミリーサポート利用の現状について」 

  於 子育て総合支援センター研修室 

③講演会の主催 

2014 年２月 7日（金）講演会「生きる力～もめごとはこやし～」 

講師 箕浦健治先生（花まる学習会） 

共催 つくば市 

④その他 

◇関連機関団体開催イベントへの参加・協力 

・つくば市社会福祉協議会主催「ボランティアフェスタ」（2013 年 10 月 26 日（土）） 

・つくば市子育て総合支援センター主催「つくば子育てフェスティバル 2013」（2013 年 11 月

9 日（土）） 

◇子育て中の保護者からのサークル・団体についての問い合わせに応答 
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＜審議＞ 

Ⅰ．2013 年度決算及び監査報告について（別紙） 

Ⅱ．2014 年度活動計画について 

○2014 年度活動計画（案） 

・「情報交換会」の開催             ・「研修・交流会」の開催 

・「講演会」の開催               ・「講演会」等の共催 

・「つくば市子育てカレンダー」の編集・発行   ・「子育て支援マップ」づくり 

・「かるがも・ねっと」ホームページ等による情報提供 

・その他 関係団体・サークル，つくば市等の実施する子育て支援事業に対する協力 

Ⅲ．2014 年度予算について（別紙） 

Ⅳ．2014 年度役員について 

2014 年度役員(案) 

・顧問  喜多 路江 

・代表  星埜 祥子      ・副代表 飯田 浩之 

・世話人  五十嵐 泉，落合 美智子，二ツ森 千尋，野島 真奈美，古屋仲 純子，梅田 育恵 

・監査  黒河 理佳 小島 範子 

Ⅴ．その他 

「かるがも・ねっと」の課題と今後の在り方について 

 

 

＜近況報告＞ 

子育て冒険広場“ゴンタの丘”１０周年    つくば遊ぼう広場の会 五十嵐 泉 

 

“ゴンタの丘”ができたのは，2003 年のことです。県の「子育て広

場事業」の助成金の一部を活用させていただき，文字通り“子育ての

広場”としての外遊びの場所作りが始まりました。 

公園で遊びの会を開いていた「つくば遊ぼう広場の会」と，自主保

育コロボックルやその他の外遊びサークルの有志が集まり，地元の地

主さんとURからお借りした土地の整備を行いました。遊び場作りは，

一言でいえば「楽しい！」です。穴掘りに汗をかき，豚汁の鍋を囲み，

各地の“冒険遊び場(プレーパーク)”見学ツアーにも出掛けました。 

 そしてその後は，“ゴンタの丘”の維持管理をしながら，遊び場に来ている親子を見守る“守番”の役

割を交替で担ってきています。年間の利用人数は，大人子ども合計で延べ５，４００人を越えます。こ

のうちサークルでの利用は約１，２００人で，一般の方のほうがずっと多く，延べ４，２００人余り。

乳幼児がこんなに多く来ている遊び場は，全国的にもめずらしいのではないかと思います。春休みに開

いた「１０周年記念交流会」は，各年代の親子３６０人でいっぱいになりました。人が集うことによっ

て，遊び場もまた育ってきたのです。“ゴンタの丘”の１０年は，そのことを私たちに教えてくれました。 

しかし，“ゴンタの丘”の借地は当初より道路建設予定地であったため，この計画の始動に伴い，近い

将来返却することが決まりました。その後のことはまだ決まっていません。  

遊び場を必要とする人達が，みんなの力で作り育てていくことが，生き生きした遊び場であり続ける

ために一番大切なことだと思います。つくばの街のいろいろな所に遊び場が育ってほしいと願っていま

す。 



〈収入〉

対前年度
予算額 決算額 増減

会費収入 正会員（2,000円X） 80,000 60,000 −20,000
賛助会員（3000円
X） 0 9,000 9,000

参加費収入 0 0 0
保育料収入 0 0 0
前年度繰越
金

167,553 167,553 0
①収入合計 247,553 236,553 ー11,000

〈支出〉
対前年度

予算額 決算額 増減
講師等謝金 20,000 20,724 -724 講演会等
保育謝金 0 0 0
通信費 35,000 10,370 24,630 各種案内送付
印刷費 3,000 4,500 -1,500 カレンダー／情報交換会資料印刷
物品費 20,000 2,796 17,204 文具／雑貨／封筒
会合費 10,000 7,225 2,775 交流会，情報交換会
交通費 6,000 6,000 0 カレンダー運搬ガソリン代
保険料 2,000 1,000 1,000 ボランティア保険
契約料 5,000 4,400 600 HPプロバイダー契約料
委託料 5,000 0 0
役務謝金 10,000 0 10,000
予備費 131,553 0 0
②合計 247,553 57,015 181,538

収入合計① 236,553
支出合計② 57,015

179,538

〈監査報告〉
監査結果について
つくば市子育て支援ネットワーク　かるがも・ねっとの2013年度(2013年4月1日～2014年3月31日)の
決算書類を監査を実施した結果、適正かつ正確に処理していたことを認めました。

2014 年　５　月　８　日　　　　監査 黒河理佳 (印)
小島範子 (印)

つくば市子育て支援ネットワーク　かるがも・ねっと
2013年度決算（2014年５月10日総会承認）

細目

次年度繰越金①ー②

科目 細目
2013年度

科目
2013年度



〈収入〉

2014年度 対前年度

予算額 増減

会費収入 正会員（当該年度　2,000円×35名） 70,000 −10,000

賛助会員（当該年度　3,000円×3名) 9,000 9,000

参加費収入 0

保育料収入 0

前年度繰越金 179,538

収入合計 258,538

〈支出〉

2014年度 対前年度

予算額 増減

講師等謝金 講演会等開催(共催も含む) 45,000 ＋25,000

保育謝金 講演会等開催(共催も含む)の保育 10,000 ＋10,000

通信費 各種案内送付 35,000 ±0

印刷費 ｢カレンダー｣、諸案内、情報交換会・総会資料印刷 6,000 ＋3,000

物品費 文具/雑貨/封筒 10,000 -10,000

会合費 交流会、情報交換会、総会 10,000 ±0

交通費
カレンダー配布時ガソリン代(500円×12)、
駐車場代

10,000 ＋4,000

保険料 ボランティア保険、イベント保険 2,000 ±0

契約料 インターネットプロバイダー(HP掲載) 6,000 +1,000

委託料 HP更新手数料 6,000 +1,000 ＊１

役務謝金 事務処理に対する謝金 10,000 0

予備費 108,538 -23,015

合計 258,538 ＋10,985

＊１：HP更新料

つくば市子育て支援ネットワーク　かるがも・ねっと
2014年度予算（2014年５月10日総会承認）

科目 細目

科目 細目
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