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第12 期通常総会報告
5月24日
（火）に「平成28年度第12期通常総会」が出席者36名、
委任状3名にて開催され「平成27年度事業報告」
「平成 27 年度
会計決算」及び「平成 28 年度事業計画」「平成 28 年度会計予算 」のいずれも賛成多数で承認されました。

◆ 総会を終えて ◆ 理事長 石田 尚美
今年度も 3 か月を過ぎ、あっという間
に 夏がやってきました。今年はとて
も 暑い夏の予感です。ハーモニーとし
てあちこちでイベントに参加します。
体調管理に気をつけながら子どもと
一緒に楽しみたいと思っています。
さて、昨年度の事業も無事終えることができ、第 12 期総会を迎えることができました。これも会員のみなさんをはじめ、
たくさんの人に支えられていることに感謝いたします。私が理事長に就任して 5 年、最初はうまくやれる自信がなく法人全体
を考えることに戸惑いがたくさんありました。一年一年みなさんに助けられ育てていただき、少しずつですが自信がついてき
たように感じます。日々活動に追われてはいますが、目の前の子どもや子育て家庭と向き合っていく中で、私たちがやれるこ
と、私たちでしかやれないことを探りながら今年度もみなさんと一緒に事業を進めてまいりたいと思いますので、どうぞよろ
しくお願いいたします。

平成 27 年度事業報告
①子どもや子育て中の人たちが「自分らしく生きる応援」について、各ひろばでいろいろな取り組みが行われた。
「地域交流まつり」
「幼稚園、保育園座談会」
「ぐるぐるリサイクル」などはひろば利用者の中での自主的に企画をたてて実現 。
②子ども・子育てに関しての理解者を増やす活動については、新たなネットワークが増え、市内のイベントに参加。
市と協働で行った「ママパパ学級」
「赤ちゃん教室」をひろば内で開催することができた。また新たに「中学生と乳幼児の
ふれあい体験」が近隣の中学校で実現。かなりの成果をあげたと実感。
③法人の運営・組織作りの強化では、スタッフのスキルアップ研修や運営のコンサルティングを受ける機会をいただき、
今後のマネジメント力、キャリア形成に大いに役立った。

平成 28 年度活動目標
ハーモニーの活動の中心である「子育ち・子育て活動」を通して主に次の事業に取り組む
①妊娠期、乳児期からのアプローチ… ママパパ学級、赤ちゃん教室の拡大など
②中高生支援の充実… 野菊野食堂の地域連携、根木内中学校ふれあい体験など
③自然遊びの拡充… 森のこども館、公園遊び、みんなでおさんぽなど

また、昨年度に引き続き、子ども・子育ての理解者を増やすために次の事業を強化する
①広報活動の充実

②会員、ボランティアの拡大

③ネットワーク、交流活動の拡充など
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〜今年度も各事業がんばっています〜
ໜऒनुை
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ૺૈقহك
ૺૈقथ॥ॹشॕॿشॱشহك
ుऊैৈૅেऽदرऩফ৻ऋઐदऌॊऱौय

〜子育て家庭と地域社会の架け橋に〜

( ऒनुभ؞
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〜多彩なスタッフ、多様な子育て支援を実現〜
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【工作材料】
ȷᆰረȷȗȪȳǫȃȗȷൗነȷࠋƳƲ
【野菊野食堂】
Ტɶ᭗ဃǿǤȠưƷᛦྸ˳᬴Ʒ᧓Უ
ȷፃᛄŴ
ȎȪƳƲƝܼࡊưസƬƯƍǔƳƲ

उृऒৃઁںڹ
৵সਉ

根木内中学校ふれあい体験を行いました
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〜地域に根差した “わたしの” ひろば〜
ƓǍƜᲾᲿ࠼ݱئҾƸࠊϋưஇИƴưƖƨƻǖƹưŴƠƯ  ࠰ႸǛᡇƑǇƢŵ
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【野菊野塾】
ȷɶ᭗ဃƴѠࢍŴᡶܖƷƜƱƳƲƑƯƘǕǔ૾ŵ
【こどもの国ボランティア】
ȷᲪஉᲫᲰଐᲢଐᲣᲴ ᳸ Ჴ
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新生児の古着などを集めています。
各事業所のコーディネーターまで
ὲ
൭ớὲ
ご連絡ください。

ȏȸȢȋȸưƸྵ  נӸƓǓǇƢŵƻǖƹϋưƷႻᛩŴ᧙̞ೞ᧙ƱƷᡲઃŴৎࠊ
Ǎ؏עƷ܇ᏋƯऴإƷӓᨼƳƲŴଐŷ᪴ࢌƬƯѣƠƯƍǇƢŵ
ųஉ  ׅŴǈǜƳưᨼǇƬƯȏǳ˟ᜭᲢȏȸȢȋȸǳȸȇǣȍȸǿȸ˟ᜭƷဦᲣ
Ǜ͵Ŵʙ̊౨᚛Ǎϋᢿᄂ̲ǛᘍƬƯƍǇƢŵ܇ᏋƯƴपǜưƍǔʴƨƪƕ
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８月から生まれ
変わります！
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〜地域と連携し切れ目のない子育て支援を〜

ų
ƀǇƭƲƋƁƷǳǢȡȳȐȸƸྵנᲮʴŵ ബδ᳸ܖٻဃƷ܇ǛਤƭࣱڡưѣƠƯƍǇƢŵƦǕƧǕᐯЎƨƪƷƭƳƕǓǍࢍǈǛဃƔƠŴ
žʻ܇ᏋƯɭ࠘ƴފƚƨƍऴإƬƯƳƴᲹſƱ᪽Ʒ༾ᨘưƍƭǋᎋƑƯƍǇƢŵʻǇưƸƀǇƭƲƋƁዻᨼޅƱƠƯᘙᑈӨƴƋǇǓ᫊ǛଢƔƢ
ƜƱƕƳƔƬƨᅶƨƪưƢƕŴƜǕƔǒƸৎࠊǍȏȸȢȋȸƷƞǇƟǇƳǤșȳȈǍǹȝȃȈǁƼЈƠƯᘍƜƏƱॖൢᡂǜưƍǇƢŵ
ų܇ᏋƯဃƕǑǓಏƠǊǔऴإǛƲǜƲǜƓ݃ƤƘƩƞƍŵƓࢳƪƠƯƍǇƢᲛ

ųʻ࠰ࡇƔǒƸࠊƷ܇ƲǋܼࡊႻᛩᛢƱᡲઃƠƯŴȞȞȑȑܖኢƷᲭଐႸ
ƱƠƯȗȬȞȞƞǜƨƪƷƻǖƹӋьƕڼǇǓǇƠƨŵЈငЭƴܱᨥƴហ
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ƍ܇ᏋƯૅੲǛᘍƬƯƍǇƢŵƦƷ˂ƴǋ؏עȜȩȳȆǣǢƴǑǔ᪦ಏ˟
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ঁشঔॽشহਜਚ

੍عରभਠৃ੍॑इॊؚभৣभৡठदघعآ

ųʙѦƸૼৎᬜƔǒࢻഩ  ЎƙǒƍŴ
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ᘍƬƯƍǇƢŵˊᘙŴиˊᘙƱƷᡲዂƕٶƍƨǊŴӲʙಅྵئƱƷໜƕݲƳƘƯʙѦǹǿȃȕƷʴƱƳǓǛჷƬƯƍƨƩƘƜƱƸᩊƠ
ƍƔǋƠǕǇƤǜƕŴጂƷɦƷщਤƪƱƠƯ܇ᏋƯૅੲǛૅƑƯƍƖǇƢᲛ

كق

岬峴岶峒岰岾峀岮峨峁峉آ
આফ২岾ੈৡ岮峉峊岮峉্ر峨峉峙੮৬
岧岾ఞહ岨
Ὁ ᵫᵿᶋᵿᶒᶓᵿᶌᶌᵿ ἰἰἓἷỴὅἜᴾಮẅẅ Ὁ ἻỶἊὅἂἩἿᴾಮẅẅ Ὁ ỶỼὅἼἘὊἽὍᴾಮẅẅ Ὁ ἒỶỺὊૼৎࡃᴾಮ

岧嵄嵑嵛崮崋崊ੈৡ岨
Ὁ Ҙᓶטܖٻᑸܖᢿẅẅ Ὁ Ꭲࣈܖٻẅẅ Ὁ ්ᡫኺฎܖٻẅẅ Ὁ ఌஙϋɶܖఄẅẅ Ὁᾒᾗᾘᾔỉẅẅ Ὁ ấỊễẲἼἮὅẅ
Ὁ ấờẼỞỉ၏ᨈẅẅ Ὁ ấờẼỞỉẅẅ Ὁ ọỢạẺỮỉ˟ẅ Ὁ ỼỽἼἜڌếịẰẅẅ Ὁ ẮỄờӋဒỶἝἉỴἘỵἨ
Ὁ ẮỌềẞ Ὁ ʴ࢟тẦằẫỦộẅẅ Ὁᾝᾟᾞඥʴ܇ỄờẾểộếỄ Ὁ ዯỉᘍѣ˟ᜭẅẅ Ὁ ࣖޛੲׇᡲዂ˟ᜭ
Ὁ ዋஜỊẳỜỉẟẾỘẅẅ Ὁ ἴἅἴἕἚẅẅ Ὁ ӲọỨịἰἰἋἑἕἧểἰἰѣἳὅἢὊẅẅ Ὁ ᓎעׇᐯ˟
Ὁ ẰẪỤ̬Ꮛטẅẅ Ὁ ݱҾʚɠႸထ˟ẅẅ Ὁ о˺ᰋ৵ụኡᄂᆮ˟ẅẅ Ὁ ఌஙϋܖݱఄ્ᛢࢸδᇜἁἻἨ
Ὁ ৎӐỉ˟ẅẅ Ὁ ාỡỚẮಮẅẅ Ὁ ህʟჇჷ܇ಮẅẅ Ὁ ᤠங܇ಮ

ୠ峕௹岵峔য峒য峒峘崷嵤嵊崳嵤峼

῍ᅶẺẼἡὊἴἝὊỊẆ ẮỄờỆ᧙ỪỦẴỔềỉʴẺẼầềửếễẩẝẟẆ
ᐯЎỤẲẪဃẨဃẨểᢅắẶỦؾỀẪụửỜằẲộẴẇ῍

ṸᓎẮỄờ ίấởẮᾓᾔ࠼́ئᚨὸ
ṸấởẮᾓᾔ࠼ئᴾ҅ݱ

 ענᾉ ৎࠊᓎᾅẅẅᵲᵣᵪᴾᵘᴾᵎᵒᵕᵋᵑᵑᵏᵋᵏᵏᵒᵒ
ʐ࠷δᚃ܇ẦỤ᭗ఄဃộỂಮẉễ࠰ˊầʩ්ỂẨỦọỨị
ίৎࠊۀᚠʙಅὸ ίৎࠊ܇ᏋềἅὊἙỵὊἑὊʙಅὸ

ṸấởẮᾓᾔ࠼ئᴾݱҾ
 ענᾉ ৎࠊݱҾᾁɠႸẅẅᵲᵣᵪᴾᵘᴾᵎᵖᵎᵋᵑᵎᵏᵎᵋᵏᵕᵒᵔ
ܖݱఄỉᆰẨܴửМဇẲẺʐ࠷δᚃ܇ễỤẻủỂờൢ᠉ỆᨼảỦọỨị
ίৎࠊ܇؏עᏋềૅੲʙಅὸ ίৎࠊ܇ᏋềἅὊἙỵὊἑὊʙಅὸ

Ṹᾔᵋ ẮỄờỉౕ Ὁ ỖẾểỦὊớૼৎ
 ענᾉ ৎࠊૼৎ ᵑᵋᵏᵋᵒẅẅᵲᵣᵪᴾᵘᴾᵎᵒᵕᵋᵑᵕᵓᵋᵖᵕᵑᵕᴾ
ʐ࠷δᚃ܇ầൢ᠉ỆᇌẼ݃ủỦọỨịἭἕểỂẨỦọỨị
ྸဌửբỪễẟɟ᪳ẦụờᘍẾềẟộẴ
ίৎࠊ܇؏עᏋềૅੲʙಅὸ ίৎࠊʐ࠷δɟ᪳Ầụʙಅὸ
ίৎࠊ܇ᏋềἅὊἙỵὊἑὊʙಅὸ

͵ئ ᾉ ἦἅἘỵ҅ݱி ᵐᵤ ᨼ˟ܴ ί൦ Ὁ ங Ὁ ୴ଐὸ
ẅẅẅẅẅẅẅ ݱ̬ͤᅦᅍἍὅἑὊϋԧܴ ίஉ୴ଐὸ
ᵲᵣᵪᴾᵘᴾᵎᵖᵎᵋᵑᵓᵖᵖᵋᵖᵑᵓᵐ
ᵳᵰ ᣃࠊೞನỉңщỆợụᨼӳ˰ܡỉᨼ˟ܴửМဇẲẺ
ᝰẟཋếẟỂỆờᇌẼ݃ủỦọỨị
ίৎࠊ܇؏עᏋềૅੲʙಅὸ ίৎࠊ܇ᏋềἅὊἙỵὊἑὊʙಅὸ

Ṹৎỉ܇ᏋềࣖੲἇỶἚ ẐộếỄẝẑ
Ẑ܇ỄờểɟደỆẑ ửỿὊὁὊἛỆൟ᧓ỉ؏עऴإửἳỶὅỆႆ̮
ᶆᶒᶒᶎᵘᵍᵍᶋᵿᶒᶑᶓᶂᶍᶍᶐᵌᶁᶍᶋᵍ

ṸἡὊἴἝὊʙѦ
˰ ᾉ ৎࠊૼৎ ᵒᵋᵐᵔᵐᴾἊἷἣἾἋૼৎᇹ ᵖᵋᵐᵎᵓ
ᵲᵣᵪᴾᵘᴾᵎᵒᵕᵋᵑᵗᵒᵋᵒᵐᵏᵕ

◆ 会員募集 ◆ ણ੍॑इथऎटऔॊ্൳ૐরآ
ハーモニーの活動に参加してくださる方、活動の手伝いをしてくださる方を個人・団体で募集しています。
ٷਫভ৩؟োভস  ؞ؙাভા  ٷؙؙؙؙඑஃভ৩ ؟ઠ  ع
ᣁ̝ਰᡂӝࡈဪӭᲴųųųųьλᎍӸᲴཎܭ᩼փМѣඥʴųৎ܇ᏋƯƞǆȸƱȏȸȢȋȸ

事業や運営の詳しい内容に関しては
■ボランティアとして参加ご希望の方
特技を生かした活動やスタッフの補助など、ボランティアとして活動して見たい方はお気軽にお電話、
ＦＡＸまたはホーム
ページからお問い合わせください。

شঁٷঔॽششঌش४ٌؙKWWSPKDUPRQ\RUJٍIDFHERRN दुણभถखःऋओ༮पऩोऽघ؛

編集後記
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పᩋǋƦǖƦǖኳǘǓŴƍٰƕǍƬƯƖǇƠƨŵʻ࠰ࡇƸȏȸ
ȢȋȸƷ˟ՃƷႏƞǜƱѣƴᐻԛǛǋƬƯƘƩƞƬƨ૾ƴŴ
žȏ
ȸȢȋȸƸƜǜƳƜƱǛǍƬƯƍǔǜƩǑſƱƍƏƜƱƕݲƠƣ
ƭˡǘǔ˟إǛƓފƚƠƨƍƱ࣬ƍǇƢŵ ȏȸȢȋȸǛɟࣖޖੲ
ƠƨƘƳǔኡ᩿˺ǓǛႸਦƠƯƍƖǇƢƷưŴƥƻƝࢳƘƩƞƍŵ

