
１．特定非営利活動に係る事業の実施に関する事項

No. 定款の事業名 事業内容 実施日時 実施場所
支援者の

人数

就労継続支援B型 知的障害者10人/日3人／日法人施設５日／週

　プレゼント・ガーデン開所から２２年、施設長を交代し、全体を眺め、メンバーひとりひとりを見ることがで
き、スタッフへの思い（理念）を伝える年となりました。
　メンバーはプレゼント・ガーデンの活動の全てのプログラムそれぞれが始まる前から予定し、期待しつつ臨
み、喜々として参加しています。その中で自分を成長させ、達成感をたっぷり持って終了することができてい
ます。これを毎日積み重ねています。離れた所から見ると各自の成長ぶりに驚かされ、確かな歩みが見てと
れます。そこにはメンバーに寄り添うスタッフが積極的に考え、アイディアを出し、悩みつつ支えていることが
よく分かります。そして今、その果実をいっぱいに実らせている様に思います。
　年度末頃より、新型コロナウィルスによる影響がでて参りましたが、プレゼント・ガーデンはスタッフ・メン
バー・保護者が団結してこの危機的状況を乗り越えようと必死に協力しています。「ピンチはチャンス！」と
思いながら辛い時にも創造されることをポジティブに捉えながら歩みを進めています。

受益対象者の範囲及び
人数

障害福祉サービス事業

(2019年4月から2020年3月)

平成31年度事業報告書

事業内活動名 活動内容 実施日時 実施場所
支援者の
人数

障害者と市民との交流活動
講習会、地域事業
との連携

３回／年 各会場 10人／回

里山維持管理活動
国営明石海峡公
園の里山維持管
理活動

１回／月
国営明石海
峡公園神戸
地区

15人／回

障害者の社会参画に関する普
及啓発活動

園芸療法実践報
告、講演等の活動

なし ― ―

障害者の音楽活
動支援活動

２回／月 近隣集会所 4～6人／回

演奏活動とワーク
ショップ

３回／年 各会場 4～6人／回

受益対象者の範囲及び人数

一般市民不特定多数

一般市民不特定多数

障害者22人／回

一般市民不特定多数

1

2 障害者によるアンクルン・オー
ケストラ演奏事業

―



２．活動報告 

特定非営利活動に関わる事業 

・障害福祉サービス事業 

①園芸プログラム  
プレゼント・ガーデンの実習園庭にて基本的な園芸療法プログラム（種を蒔き、育苗して花を咲かせる）を

行っています。園芸療法は花を育てながらメンバーひとりひとりの障害を含めた人格と向き合い、その精神

的、身体的、社会的課題を乗り越えるためのプログラムを提供します。そして心身ともに、より健康で社会

に貢献できるスタンスを持つことができるよう支援しています。１年間を１クルーと考えるなか、まず「１

日の生活リズムを確立」→「春夏秋冬：季節の変化と園芸作業への適応」→「年間園芸活動の把握」これら

の活動を繰り返しながら個々の人格的成長を積み重ねています。 

就労継続支援 B 型事業所の施設長が変更するなど職員体制に変化がある中、メンバー10 人は変化への対応

力を大きく伸ばしていることが感じられる一年となりました。特に園芸作業においては、それぞれの役割を

担っている中で、それを土台として新たな役割に挑戦する意識が見られました。メンバー同士の関わりも強

く、ペア・グループでの作業の中で学び合い、教え合い、助け合うことでそれぞれが確実に成長することが

できています。障害の特性の中で「これは難しいかも」と思われていた作業もアイディアと段取り、そして

メンバーの努力によって「やれた！」とスタッフは驚き、メンバーは達成感を味わうことができています。

この充実した園芸プログラムが全てのプログラムにつながり広がっています。 

◆種蒔き 年二回 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

 

    

7 月下旬春蒔苗抜取 

夏秋苗の定植・植栽へ

5 月中旬秋蒔苗抜取 

春蒔苗の定植 

4 月下旬～6 月苗販売 

3 月下旬～5 月初旬 

春の種蒔 

 

11 月上旬夏秋苗抜取 

花壇の土再成 

11 月下旬～12 月上 

球根・秋蒔苗の定植・植栽へ

8月下旬～10月上旬

秋の種蒔 

春 

秋 



小寺農園 

三浦ナーセリー

東谷公園市民花壇オアシス 

 
②その他の園芸プログラム 

      では、自らが育て、自ら食す、そして家族にも喜んでもらい、木曜日（活動日）の野菜のお

土産を双方が喜び楽しみにしています。 

毎年度継続を悩む 3 区画という広い範囲になりますが、今年度もメン

バーが協力してたくさんの収穫をすることができました。理事長が常勤か

ら退き、小寺農園での作業に時間を充てることができたことも良い農園を

保つことができた大きな要因の一つです。例年同じサイクルの中で同様の

野菜を育てる中でメンバーは作業を理解していくことができ、その中に新

しい野菜に挑戦することは楽しみを増やすことにつながります。花と共に

育て、それを食すことができる、自らが行った収穫を喜んでくれる人がいるということは素晴らしいこと、

メンバーにとって充実した時間となっています。 

 

 

での土入れ作業は、速さ・正確さ連携等を身につけ、ペアでの作業、グループ

全体としての動きを学ぶことができます。 

月に１～２度程度の三浦ナーセリーの作業も今年度は行えることが少

なかったように感じています。役務・植栽等作業に加え園芸作業も忙しく

時間が取れなくなってきていますが、この効率を求めて作業を達成すると

言う作業はプレゼント・ガーデンのプログラムにおいて厳しくも大切な時

間でもあります。園芸作業と同じように固定した役割から段々とどの作業

もできるようになるのではないかという期待にメンバーが応えてくれて

います。スピードと効率を大切にしますが、「ただやっているだけ」にな

らないようプログラミングすることも重要です。「何のために行うのか」どの作業においても考え続ける必要

があります。 

 

 

は、実習庭園に加えて地域の多くの方々に声をかけてい

ただける一番の場所となっています。花を育てながら「あ 

りがとう」「綺麗だね」と言っていただくことができたり、「あの公園の綺麗な花壇はだれがやっているのだろ

う」という話を耳に挟むと誇らしく思え、地域・社会へのちょっとした貢献を感じることができます。 

令和元年度「市民花壇コンクール」において東谷公園市民花壇オアシ

スが最優秀賞を受賞しました。配布される苗に加えてプレンゼント・ガー

デンで育てた苗をたくさん使うことができ、春・夏のオアシス花壇はとて

もボリュームのある綺麗な花壇を保つことできました。最優秀賞という賞

をいただくことは、活動の励みにもなり、その授賞式にメンバーの一人が

代表で参加できたことは誇らしいことでした。春のお花見の季節には数十

個のプランターやハンギングも設置し、公園に来られる市民の方々に喜ん

でいただいています。東谷公園でのイベントやユリの植栽など新しい活動も増えてきて、東谷公園が地域と

のつながりの場として私たちにとっても素晴らしい場所になっています。 

 

 

 

 

◆小寺農園 野菜作り 週一回木曜日 泉修・大西捷三 

◆三浦ﾅｰｾﾘｰ土入れ作業 週一回金曜日 三浦ナーセリー 

◆東谷公園市民花壇 週一回月曜日  



 
③ボランティア・講師プログラム 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

音楽療法              絵本の時間             グローイングハート 

 

調理実習               ３Ｂ体操               美術教室 

 

 薬膳               みんなの健康              

 
 
 

◆音楽療法 月一回第一火曜日 石川理子 

◆絵本の時間 月一回第二火曜日 大木知子 

◆ｸﾞﾛｰｲﾝｸﾞﾊｰﾄ 月一回第四火曜日 丹羽和子 

◆調理実習 月一回水曜日 佐藤悦子 

◆スイミング 月一回火曜日 斉藤宏太郎・織田幸代 

◆３Ｂ体操 冬季三回 坂元匡子他 

◆美術教室 年六回 専門講師 

◆昼食調理 毎週火曜日 平西洋子 

◆薬膳 月一回水曜日 槇 晴美 

◆みんなの健康 月一回第三火曜日 足立麻美 



 
④就労支援事業活動 

◆花苗販売・植栽（園芸部門） 

   ◆手芸活動（手芸部門） 

   ◆軽作業等・役務（軽作業部門） 

平成 31 年度の月額平均支給額は 11,157 円となり、今年度も若干ながらも前年度を超えることができまし

た。植栽は例年の受注量を継続することに加え、近隣の幼稚園から依頼を受けることもでき売り上げを伸ば

すことができました。花苗販売も生産量を増やすことができており、質の向上から花付きもよく、生産した

花苗をそのまま植栽に使えることができました。その分経費も減らすことができるため、とても良いサイク

ルができていると感じています。役務も作業内容はとても充実しており、メンバーの素晴らしい動きのおか

げで時間は短縮、作業量は軽減していることを体感しています。一方で大きな受注が今年度一件は無くなっ

てしまったことはとても辛いことでした。助成金によって購入することのできたダンプトラックのおかげで

大幅に経費を減らすことができたため、受注減の中でも例年と同額の工賃を支払うことができたのは非常に

喜ばしいことでした。 

来年度以降の利用者工賃安定のために工賃変動積立金 213,252 円（内今年度 88,801 円）を積み立てています。 

 

⑤障害者と市民の交流活動 
さくらんぼの会（保護者会）が主導となって行っているバザー出店は例年通り年２回行うことができまし

た。地域の中でプレゼント・ガーデンを知っていただく活動をコツコツと積み上げることができています。 

東谷公園管理会や県、地域住民、地域大学と協力し、少しずつ地域のイベントが広がりつつあります。継

続的にイベントに参加できることを目標とし、企画・開催を将来的に行うことができるようになればと考え

ています。その際には知的に障害を持ったメンバーがどのようにイベントに関わって行くことができるかと

いうことが最も重要なことと感じています。 

 
 

バザー出店 
年間 

全３回 

たるみっこまつり（5 月 18 日） 

たるみ生き活き保健・福祉フェア（10 月 9 日～13 日） 

さくらんぼの会 

（保護者会） 

地域公園イベ

ント出展 
東谷公園 子供向け 水遊びイベント PG スタッフ 



 
⑥里山管理活動 

知的に障害を持つメンバーが林の中を歩くこと、竹林整備において竹を切り倒し、枝を取り、運搬すると

いう作業が困難なく行えていることは作業を始めたころから考えると誰も予想できなかったことであり、最

も成果と言える一面です。これらを継続して行うことが重要であると考えています。 

  月に一度の活動をほぼ予定通り行うことができ、今年度からは特にスミレ増殖作業においては雨の中でも作

業、観察を行うことができるようになりました。春に初めて植付を行ってから継続的に観察、整備を行い苗

が根付いていることや種が落ちていることは確認することができています。冬場になっても雑草の中に埋も

れつつも苗を確認できたことから二年目の春を楽しみに待っているところです。スミレ以外の草の除去も課

題ですが、花によりその存在がしっかりと確認でき来園者に楽しんでもらえることを期待しています。 

四ツ辻の竹林整備も継続して行い、竹を伐るごとに太陽の光が差し込み周辺がますます明るくなってきてい

ます。場所によっては全ての竹を伐採するのではなく、肩幅ほどの間隔で間引きするように整備を行い、美

しい竹林と雑木林が共存できるような景色を作る活動を続けています。その際に残す竹の剪定が難しく、太

陽が急に差し込むことによってすぐに枯れてしまう竹も少なくありません。今後の課題は四ツ辻が開かれた

場所になっていく中で伐採した竹やその枝の処理地を見栄え良く整備してくことや、竹を切った後の場所に

伸びて来ている雑草の除草作業も同時に行っていくことを考えています。 

 

 

 

                                                   

⑦障害者の社会参画に関する普及啓発活動 
今年度は園芸療法実践報告、講演等の活動は行いませんでした。 

                                            

 

 

 

 

 
 

藍那里山活動 月一回（年間 全 10 回） 辰巳憲一 

園芸療法実践報

告、講演等の活動 
なし － 



 

・障害者によるアンクルン・オーケストラ演奏事業 

今年度は２回の演奏会を持つことができました。神戸中央カトリック教会チャリティーコンサートでは、震災

後に建築された円錐形のモダンで荘厳な御聖堂の中で宗教的雰囲気に呑まれ緊張感を感じました。折角の場所な

ので、宗教音楽モーツァルトのアヴェ・ヴェルム・コルプスとバッハのカンタータ 147 番を演奏し、メンバーが

成長しこの曲が演奏出来るまでになった事に心震えました。寝屋川では「ごちゃまぜオーケストラ」と題して障

害者を知ってもらおうという地域イベントでした。教会での演奏とは全く違う雰囲気の中、参加者の違いでこん

なにも異なった印象になるものかと感じました。45 分 2 グループのワークショップも行い、青年会議所の方々、

障害を持った方々と、メンバーも演奏に加わり会場が和やかに一つになることができました。この時間を通して、

社会の方々には、「ほんの少し寄り添って下されば、いっしょに活動する事ができるのですよ」と言うメッセー

ジを贈る事ができました。音楽を通して長時間シャキッと立つ事が出来、どんな場所に行っても一糸乱れず演奏

に集中し、その場に集う人々を感動させ、またお役に立つことが出来るようになります。そこには練習（訓練）

と努力の積み重ねがあります。選ばれた者ではなく、誰もがやれる事なのです。「障害を持っているから出来な

い」のではありません。今回このふたつのコンサートを通してメンバーが成長していることに深い喜びを感じま

した、と同時にもっともっと深く、高く、広い世界へと共に進んで行きたいものです。 

 クリスマスの時期には久しぶりにアンクルンメンバーでクリスマスパーティーを行いました。おいしい食事に

ゲームをしたりと大盛り上がりでとても楽しい時間を過ごしました。 

 月２回のレッスンも継続して行っていますが、３月には新型コロナウィルスの影響でレッスンも中止しました。

経験したことのない事態に悩んでおりますが、練習用に動画を作成し配信を行うなど工夫をして活動を継続して

います。 

 

 
神戸中央カトリック教会チャリティーコンサート        寝屋川ごちゃまぜオーケストラ       

 
レッスン                  クリスマスパーティ 

◆レッスン 月二回第二・第四土曜日 近隣集会所 北山紀子・石川理子 

◆演奏会・ワークショップ 
年間 

全２回 

神戸中央カトリック教会チャリティーコンサート 

（6 月 15 日） 

寝屋川ごちゃまぜオーケストラ 

（7 月 14 日） 



３．事業実施体制 

①会議に関する事項 
  ◆通常総会 

  開 催 日 令和元年 6 月 17 日(月) 10：00～11：10 

  開催場所  県営神戸南多聞台第４住宅集会所 (兵庫県垂水区南多聞台６丁目) 
 

  出 席 者 20 名（うち表決委任者 5 名） 正会員総数 20 名 

第１号議案  任期満了に伴う役員予選に関する件 

第２号議案 平成３０年度事業報告に関する件 

       第３号議案 平成３０年度決算に関する件 

             平成３０年度監査報告 

       第４号議案 平成３１年(令和元年)度事業計画に関する件 

       第５号議案 平成３１年(令和元年)度予算に関する件 

 

  ◆理事会 

   平成 31 年度第一回理事会   

開 催 日 令和元年 5 月 29 日(水)  14：00～14：30 

出 席 者 理事 5 名 

議 案 第１号議案  平成３１年度通常総会に関する件 

            

 

②事務局体制 
  ◆事務長 高野ささぐ 

 

③会員 
  ◆正 会 員 20 名 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


