
特定非営利活動法人
アサヒキャンプ
事業報告書

1



2020組織

正会員 80名 賛助会員 142 名

特定非営利活動法人アサヒキャンプ
2021.3.31

総会

理事会
理事長 1名
副理事長 2名
理事 11名

事務局
事務局長 1名

監事2名

総務部 経理部 事業部 施設部

業務
広報
オフィシャル

会計
助成金
会費管理

キャンプ運営
ルネッサンス推進
養成

ﾜｰｸｷｬﾝﾌﾟ運営

 開催日時：2020年6月21日 13：30-14：30

 開催場所：南星ビル2F会議室 (緊急事態宣言により書面による議決権行使を推奨）

 出 席 者 ：正会員15名、委任状48名 合計63名 （2020.3.31在籍正会員数83名）

 審議事項

第1号議案「2020理事監事の選任について」

新任 理事2名 監事1名

退任 理事2名 監事1名

第2号議案「2019年度事業報告・決算報告について」

第3号議案「議事録署名人の選出について」

 報告事項

「2020年度事業計画・予算について」

2020総会
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2020理事会・運営委員会
会議名 日程 参加者 内容など

予算
理事会

2020年
4/11-
25

理事
監事
計15名

第1号議案「2020年度事業計画について」
第2号議案「2020年度予算案について」
第3号議案「2020年度理事監事候補者の選任について」
第4号議案「総会の開催形式」
第5号議案「会費のクレジットカード決済導入について」
第6号議案「議事録署名人 その他について」
検討事項 ・会費規定

書面と電磁的記録（電子メールのやりとり）による決議方式により開催

決算
理事会

5/26
理事
監事
計11名

第1号議案「2019年度決算報告について」
第2号議案「2019年度予算案修正について」
第3号議案「総会について」
第4号議案「決算理事会議事録署名人の選出について」
報告事項
・68期カウンセラー募集の経過について
・6月度の体験・トレーニングキャンプ実施について
・ワークキャンプ・YAMAキャンプは中止
・報告書発送の日程（7/11）
・クレジット決済推進中

ZOOMリモート会議により開催

定例
理事会

10/25
理事
監事
計12名

第1号議案「2020年夏季キャンプ報告と助成金報告、会計途中報告、会費徴収状
況」
第2号議案「組織案と70周年アサヒキャンプクラブ親睦会開催について」
第3号議案「2020/2021年度 年間スケジュール案」
第4号議案「議事録署名人の選出
検討事項 ・事業別活動計算書

南星ビル＋ZOOMリモート会議により開催

理事
検討会

2021年
1/16

理事
監事
計11名

第1号議案「2020年度途中経過と決算見込み状況報告」
第2号議案「会費状況報告」
第3号議案「今後のアサヒキャンプ事業計画と課題について」
第4号議案「70周年アサヒキャンプクラブ親睦会について」
第5号議案「キャンプ運営委員会について」
検討事項 ・事業区分・勘定科目・補正予算

ZOOMによるリモート会議

キャンプ
運営
委員会

3/20
運営委員
15名

1. 各キャンプの実施計画
2. 助成金と参加費
3. 決算理事会と総会の日程
4. その他（助成金による備品購入報告など）

南星ビル＋ZOOMによるリモート会議
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2020事業概要
事業期間

２０２０年４月１日～２０２１年３月３１日

事業の概要

６８期として１１人の新人カウンセラーを得て今夏は総勢２５人のキャンプカウンセラーと４人の
キャンプディレクターで、４つの主催【わんぱく、げんきッズ、ファミリー、シニア（大人向け）】、３つの
協力【にじいろ、びわこ、みんな食堂】キャンプを実施した。

年度始めより、コロナ禍による緊急事態宣言が発令され、例年５月に開催するワークキャンプ・ト
レーニングキャンプが行えなかった。また新人募集に関しても説明会を開催することができなかっ
たが、急遽リモートに変更した結果、多数の応募者と面談ができ６月に実施した体験キャンプには
１３名が参加した。

今夏のキャンプに於いては、日程、泊数、プログラム等を抜本的に見直した結果、テント泊は行
わず、デイキャンプをメインに、人数を絞って実施することとした。

ワークキャンプに関しても、例年の多人数集まる形式はとらず、参加人数を絞ってトレーニング
キャンプのサポートと最低限の準備を行うべく実施することとした。また、参加者全員に対し、参加
前１週間の健康状態を記載する「健康チェックリスト」の提出を義務付けるとともに、種々の感染症
対策を施したうえですべてのキャンプを行った。

わんぱくキャンプは、２泊３日から日帰りキャンプに変更した。半日という短い時間であったが、
全力で遊べるプログラムを行い、子どもたちは朽木を満喫していた。コロナ禍での夏休みキャンプ
だったので保護者の不安があったと思うが、結果的には大好評であった。

にじいろキャンプは、西淀川子どもセンターに協力するという形で昨年度から始まったキャンプで
ある。本年度は２泊３日を１泊２日に変更し実施した。事前に打ち合わせをし、盛り沢山なプログラ
ムとなったが、子どもたちには朽木でのキャンプを満喫してもらえたように思う。

シダックス主催・ナック共催のもと、びわこ地球市民の森で行われた小学１～６年生対象の１泊２
日のキャンプにアサヒよりガングロ玉子、どすこいの２名が参加した。プログラムにはハイキングや
虫取り、ウォーターワールドという水遊びが含まれており、子どもたちは夏ならではの体験を全力で
楽しんだ様子であった。

げんきッズキャンプは、昨年度から始まった日帰りのキャンプである。本年度は同じプログラムで、
２日連続キャンプを行った。ワクワクが詰まったプログラムの中で、子どもたちは両日とも存分に楽
しんでいた。

ファミリーキャンプは、「アサヒキャンプならではの素敵ポイント」を大切にし、参加者にはそれを
たくさん感じてもらえる環境にすることを特に意識した。今回はアサヒのＯＢＯＧとその家族のみを
対象とし新型コロナウイルスの感染対策としては、人数制限を行い、例年より少ない人数（３２名）
で実施した。自炊、キャンプファイヤー、Ｓｏｎｇ！Ｓｐｏｒｔｓ！大会など、様々なプログラムを通して、
「アサヒならではの素敵ポイント」を参加者たちに体感してもらえたように思う。

シニアキャンプは、今回３回目。昨年同様くつきのてんくう温泉で参加者１９名を集めて行った。
「コロナに負けるな！！ 今年もやりますシニアキャンプ」をキャッチコピーに今年も愉快にかつ、心
から語り合うキャンプとなった。今年も大阪府キャンプ協会が後援をしていただき、会長も参加され
た。

平野区みんな食堂ネットワーク連絡協議会による春のキャンプに初めて参加した。２泊のキャン
プであったが、最終日はアサヒの勉強会があるため１泊２日でガラム、どすこいの２名が参加した。
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2020事業収支
事業分類と事業名 収入 支出 損益

１
青少年や障害児・者、一般社会人（高齢者を含む）などの
野外活動事業・自然活動事業・社会活動事業

1,622,000 1,344,090 277,910

２
１の事業を推進する為の
指導者養成・派遣事業

39,500 1,102,582 -1,063,082

３
１の事業を推進する為の
野外活動を推進するための施設管理事業

461,400 478,598 -17,198

４
１の事業を推進する為の
野外活動に関する研究、出版事業

0 0 0

５
その他
この法人の目的を達成するために必要な事業

0 0 0

2020事業日程・参加人数
事業分類と事業詳細 日程 対象 人数 場所

1

びわこ地球市民の森
サマーＡキャンプ

8/1-2 小１～小６ 34名
びわこ地球市民の森
（滋賀県守山市）

くつきわんぱくキャンプ 8/9 小１～小４ 14名 滋賀県くつきの森 自然研修センター

にじいろキャンプ 8/21-22 小２～中３ 12名 滋賀県くつきの森 自然研修センター

くつきげんきッズキャンプ１，２
9/5
9/6

小１～小６ 24名 滋賀県くつきの森 自然研修センター

ファミリーキャンプ 9/19-20
ＯＢOＧとファミ
リー

32名 滋賀県くつきの森 やまね館

シニアキャンプ 10/3-4
ＯＢＯＧと
一般シニア

19名 滋賀県・グリーンパークてんくう温泉

自然の中のみんな食堂
春のキャンプ

2021年3/26-28 小２～高１ 19名 豊中市立青少年自然の家 わっぱる

２

勉強会13回
2020/4/5
～
2021/3/28

カウンセラー
各10～
21名

大阪市中央区
又はzoomによるリモート

体験キャンプ 6/13
カウンセラー
新規応募者

13名
12名

滋賀県くつきの森 自然研修センター

トレーニングキャンプ6回
（6月 7月-1・2 8月 10月 11月）

6/13～11/21 カウンセラー
各13～
20名

滋賀県くつきの森 自然研修センター

壮行会 7/5 カウンセラー 23名 大阪市中央区

報告会 11/8 カウンセラー 20名 大阪市中央区

ファイナルキャンプ 11/21-22 カウンセラー 16名 滋賀県くつきの森 自然研修センター

納会
2021年
2/14

カウンセラー 7名 大阪市中央区

３
ワークキャンプ5回
（6月、7月-1・2、10月、11月）

6/13～11/21 OBOG 47名 滋賀県くつきの森
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■ 主催キャンプ ：くつきわんぱくキャンプ
「ギュギュっとわくわく！アロハエコモマイ！」について

日程・場所 対象・参加者 組織

８月９日 日帰り
滋賀県・くつきの森・
自然研修センター

小１～小４
１４人（男７人、女７人）
参考；定員２０名
参加費￥５００

現役Ｃｏ．２人／Ｄｉｒ．２人／
Ｓｔ．１２人／キャンプ長
パッチ、
サブキャンプ長 なると

ねらいは、「①朽木の自然の中でアサヒキャンプの楽しさを伝える！ ②キャンプならでは
の体験を通して、一人一人がわくわく感をたくさん味わう！」 テーマソングは、「アロハエ
コモマイ」

例年は、２泊３日のキャンプであったが、新型コロナの影響により日帰りキャンプとなった。
日帰りキャンプは時間が短いので、入村式が始まってから、「クラフト作り→ハイキング→
川遊び→ユリノキ遊び」と、密度の濃い時間を過ごした。クラフト作りやハイキングを行っ
ていく内に、子どもたち同士の緊張がほぐれていった。そして、歌を歌いながらハイキング
をしている子どもたちもいた。川遊びでは、宝探しの時間もあり、子どもたちが必死になっ
て宝を探している姿を見ることができた。また、ユリノキ遊びでは、一人一人がしたいこ
と・やりたいことを出し合って、グループで話し合い、プログラムを行った。新型コロナ対策
としては、手洗いやアルコール消毒、マスク着用、時には、フェイスシールド着用を行った
上での本番キャンプとなった。今年初の本番キャンプということもあり、試行錯誤をしなが
らのキャンプとなった。しかし、子どもたちにとっては、自然いっぱいの朽木を満喫するこ
とができたと考える。

（文部科学省より、「子供たちの心身の健全な発達のための子供の自然体験活動推進事
業」の委託を受け実施）

2020事業報告（詳細）
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■ 協力キャンプ ：にじいろキャンプ
「👀👀👂👂👃👃👅👅✋〜五感を使おう〜」について

日程・場所 対象・参加者 組織

８月２１日～２２日・１泊
２日、
滋賀県・くつきの森・
自然研修センター

西淀川子どもセンターの
小２～中３
１２人（男５人、女７人）、
職員とボランティア６人

現役Ｃｏ．３人／Ｄｉｒ．２人／
Ｓｔ．１０人／ＯＢＯＧ／Ｓｔ．３
人（内、厨房２人）
キャンプ長 なると、
ＧＭ パッチ

ねらいは、「①朽木の自然を心と体で楽しむ。②キャンプならではの空間でチャレンジをし
てみる。」 テーマソングは「にじいろ」

今年で２回目となるにじいろキャンプ。当初は２泊３日の予定であったが、新型コロナウイ
ルス感染症流行の影響により１泊２日に変更しての実施となった。今回はアサヒからもグ
ループカウンセラーを担当することとなり、夜間サテライト事業（いっしょにごはん！食べ
ナイト？）へはＤｉｒ．とＣｏ．が参加した。当日は子どもたちに一度来たことがある場所とい
う安心感があったのか、前回よりもキャンプの雰囲気になじむのが早かった。キャンプ場
という普段と違う環境での子どもたちの成長はすさまじく、現役カウンセラーが子どもたち
から学ぶことが多くあった。２日間とも天候に恵まれ、気温が高かったため、ハイキングや
集いなどの屋外活動でバテてしまう子どもたちがよくみられた。タープを張って日陰を用
意したり、退村式を屋内に変更したりするなどの処置をとったが、暑さ対策には課題が残
る。（子供の未来応援基金の助成金を得て実施）
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■ 協力キャンプ ：びわこ地球市民の森 サマーAキャンプ

日程・場所 対象・参加者 組織

８月１日～２日・１泊２日
びわこ地球市民の森
（滋賀県守山市）

小学１～６年生 ３４名
（男子１４人 女子２０人）

ＧＬ．４人／Ｓｔ．２人／
キャンプ長：かっぱさん（ナック
職員）

テーマ、ねらいはなし。テーマソング「キャンプだホイ！」
例年、四条畷ＳＯＲＡのサマーキャンプの時期であるが、ＳＯＲＡ所長の桑森氏の依頼で
ナック共催の本キャンプにカウンセラー２名（がんぐろ玉子、どすこい）をグループリー
ダーとして派遣した。
１日目、今回の夏の子どもキャンプＡコースは、元気いっぱいの子どもたちとともに始ま

りの会を行いスタートした。最初にグループタイムとして名前や決まり事を決めたのち、手
洗いや消毒を行い、昼食をとった。その後の余った時間では外で鬼ごっこやアイスブレイ
クをした。そして、休憩したのち「虫むしハイキング」を行い、道中ではビンゴを用いた生き
物探しを行った。５０分ほど歩いたところで目的地の自炊場がある旧センターに到着した。
そして、カブトムシを捕まえるためのトラップを仕掛け、自炊の準備に入った。自炊はＢＢ
Ｑコンロに炭で火付けを行い、飯盒ご飯を炊き上げ、鉄板を用いて作った焼き肉をご飯に
盛り付けて食べた。その後、キャンプファイヤーを行い、ナイトハイクに移った。帰りにカブ
トムシが掛かっているか罠を確認したところ３匹のカブトムシが捕まっており、子どもたち
は興奮した様子であった。そして、センターに帰り、就寝して１日目は終了した。
２日目は、外の小川で生き物を探すなどして遊んだ後、水鉄砲づくりを行った。そして、新
型コロナウィルス感染防止に配慮しながら流しそうめんとウォーターワールドを行って終
わりの会を行い当キャンプは無事終了した。
今回のキャンプは新型コロナウィルスの影響もあり、少数のスタッフにより行われたもの

ではあったが、キャンプとしては遜色のない素晴らしいものができた。キャンプ中は常に
マスクをし、こまめに手洗いを行うなどしてウィルス感染拡大防止を徹底していた。子ども
たちはマスクの煩わしさを感じた様子ではあったが、それ以上にプログラムを心から楽し
んだ様子であり、夏の大きな思い出を提供できたと考える。
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■ 主催キャンプ ：くつきげんきッズキャンプ １ ・ ２

日程・場所 対象・参加者 組織

９月５日・６日 日帰り・
滋賀県・くつきの森・自
然研修センター

小１～小６・２４名（男・１２
名／女・１２名）
（参考；参加費￥５００）

ねらいは、「①自然の中で思いっきり遊んでもらう。②一緒に過ごした時間の中でキ
ラッ！と光る「オリジナルの思い出」を持って帰ってもらう。」 テーマソング 「キャンプ
だホイ！」

昨年度から始まった日帰りキャンプ。本年度は同プログラム構成で２回のキャンプを連
続して行った。
ユリノキ広場で受付から解散までのプログラムを一貫して行った。そのため、かばんに
ペイントを行うクラフト、ペットボトルを使用する水鉄砲大会、存分に水に触れることが
できる川遊び、という濃い内容のプログラムを行うことができた。２日間同内容のプロ
グラムを行った中で、１日目と２日目それぞれ異なる雰囲気で子どもたちは楽しんでい
た。このように非日常にあふれるプログラムを行ったことで、初めてキャンプに参加す
る子どもたちに加え、リピーターの子どもたちをも、朽木ならではの自然の魅力に引き
込めた。
またコロナ禍真っ只中であったため、手洗いやアルコール消毒などの感染症対策を徹
底して行った。子どもたち、現役カウンセラー共にマスク着用を徹底した。受付時には
飛沫感染防止シートの使用、クラフトなど共有物を使用する際には手洗いを実施した。
さらに、川遊びなど炎天下での活動の際にはフェイスシールドを着用した。
本年度は例年に加え、感染症対策も必要となったが、組織内で連携を取りながら様々
な声掛けの元、熱中症や大きなケガもなく無事に終えることができた。
今年の参加者内訳はＯＢＯＧ子弟１名、豊中グーデン子ども食堂６名、大津市小鳩の
家１０名、滋賀県一般参加７名（リピーター６名含む）であった。

（文部科学省より、「子供たちの心身の健全な発達のための子供の自然体験活動推進
事業」の委託を受け実施）
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■ 主催キャンプ ：ファミリーキャンプ
「つながりの輪」

日程・場所 対象・参加者 組織

９月１９日～２０日
・１泊２日、滋賀県
・くつきの森・やまね館

ＯＢＯＧ及びそのファミリー
３２名
（参加費大人￥１３，０００）

現役Ｄｉｒ．２人／Ｓｔ．１７人
キャンプ長 どくとる／ＳＣＤ
なると／ＧＭ パッチ／事務
局 さがり

ねらいは『「再会」と「出会い」によって、アサヒキャンプってやっぱり素敵な「居場所」だ
なぁと感じてもらう。』テーマソングは『切手のないおくりもの』

今回は、自然を体験してもらいたいという観点のもと（感染防止を含む）、ユリノキ広場に
て入村式・（翌日の）Ｓｏｎｇ！Ｓｐｏｒｔｓ！大会を行った。入村式後、やまね館に戻り夕食会、
キャンプファイヤーを行った。

夕食会では、鳥の丸焼き、豚チャーシュー、焼き魚、タマゴとわかめの春雨スープ、炊き
込みご飯、カレー、シャカシャカサラダをみんなで作った。子どもたちは魚つかみ体験を楽
しそうに堪能していた。生きた魚に少し戸惑う様子も見られたが、この体験を通して「出来
る」を体験してもらえたと考える。

キャンプファイヤーではゲーマーにＯＢＯＧも参加し、盛り上がることができた。

翌日のＳｏｎｇ！Ｓｐｏｒｔｓ！大会での障害物リレーでは、全力で取り組む様子が見られた。
歌合戦大会では事前アンケートで好きなキャンプソングのアンケートを調査し、即興で歌
詞に合った振り付けなどを考え披露した。この大会は大変盛り上がり、勝利したチームと
子供達にはメダルが授与された。来年、再会を約束しファミリーキャンプは終了した。

キャンプを通して、アサヒならではの暖かい空気感や、素敵なポイントを感じることで、参
加者含め、現役カウンセラーもアサヒキャンプという「居場所」を再確認できたと思う。

運営面では、昨年度キャンプ長の５９期ぶんぶんには事前準備に参加してもらい、新た
に今回のキャンプ長を６０期ドクトルにお願いした。
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■ 主催キャンプ ：シニアキャンプ
「コロナに負けるな！！ 今年もやりますシニアキャンプ」
（後援；大阪府キャンプ協会）

日程・場所 対象・参加者 組織

１０月３日～４日
・１泊２日
滋賀県・グリーンパーク
てんくう温泉

アサヒＯＢＯＧと一般シニア
１９人（男１２人、女７人）、
（参加費￥１５，０００）

キャンプ長 グゲゴ／
ＰＤ コロリ／ＭＤ ゲル／
ＢＤ ピコ／ＭＣ やんぺ、
フロク

第３回のシニアキャンプをグリーンパークで実施した。

コロナの中、開催には感染対策にも重点を置き、第１回からの「ともだち１００人作れるか
な！」のテーマも念頭に、愉快に、かつ、心から語り合うキャンプとなった。

テーマソング：「朝の山で」

プログラム：
１．好きな歌を歌ってみよう！
２．てんくう温泉を楽しむ
３．夕暮れキャンドルファイアと語る会
４．早朝お茶会と朝ごはんお買い物ゲーム
５．やまね館 月一さんぽ参加

＊記念品 アサヒキャンプ特製タンブラー

今年は三密回避で夕食イベントをＢＢＱからてんくうレストランでの地元食材夕食会に趣
向を変えた。

朝ごはんは、道の駅で色々な朝ごはんの調達合戦をする買い物ゲームで盛り上がった。

月一さんぽはやまね館のかたの案内で、旧アサヒキャンプくつきサイトから東山コースを
巡り、熊や鹿の痕跡、ヒルの襲撃を受けながら、山と自然を満喫した。

大阪府キャンプ協会の会長には、引き続き参加いただき、広島県からも新規の参加を得
た。 参加者にはアサヒキャンプ賛助会員として引き続きサポートしていただく。プログラ
ムの最後に次回のテーマソングを決めてグリーンパークを後にした。

シニアキャンプはスタッフ、キャンパーが一緒に準備して運営している。今年も両者の気
持ちがハーモナイズして大いに盛り上がりを見せた。

グリーンパークの皆さまからも応援をいただき感謝している。
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■ 協力キャンプ ：自然の中のみんな食堂 春のキャンプ

日程・場所 対象・参加者 組織

２０２１年３月２６日～２８日
・２泊３日、
豊中市立青少年自然の家
わっぱる

小学２年生～高校１年
生 １９名
（男９名 女１０名）

キャンプ長、PD各1名 ＧＬ．
８人／Ｓｔ．６人／

混成チームによるこども食堂に来るこどもたちのキャンプ。アサヒからはカウンセラー2名
（ガラム、どすこい）を派遣した。

参加者は最初は大人しそうな印象だったが、プログラムが進むにつれて活発になり、表
情が豊かになっていった。ネイチャービンゴでは、ビンゴのお題やクイズの答えを見つけ
たときにすごくうれしそうだった。学年の幅が広いため、グループによっては高学年と低学
年で温度差があったが、2日目にはグループで一体になっている様子がうかがえた。

普段アサヒで行う組織キャンプとは違い、その場その場で対応を考える必要があった。
ファイヤーゲーム等、自分たちの担当プログラムは完全に一任されるので前もって打ち
合わせをしておく必要があった。時間の制約があまり厳しくなく、子ども達と一緒に行動す
る時間が非常に多かったため、子どもと触れ合う楽しさを再認識しながらのびのびとキャ
ンプを楽しめた。アサヒ以外の団体と一緒に行うキャンプでは様々な経験や発見をするこ
とができる。今回のキャンプでは、数回の事前打ち合わせにてプログラムから検討する機
会があった。そのため、他団体のキャンプの計画の立て方を学ぶこともできるため、実り
多い体験ができたと感じる。

主催 共催・協力

平野区みんな食堂ネットワーク連絡協議会
パイオニア、キャンピズ、
ＮＰＯ法人アサヒキャンプ
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2.指導者養成・派遣事業

■ 2020勉強会（開催場所：大阪市中央区南星ビル）

内容 日程 参加人数 備考

第１回勉強会 2019年12/14 13名

第２回勉強会 2020年 1/26 11名

第３回勉強会 2/15 14名

第４回勉強会 2/29 12名

第５回勉強会 4/5 14名
新人説明会
Zoomによるリモート

第６回勉強会 4/18 14名
新人説明会
Zoomによるリモート

第７回勉強会 5/10 14名
新人説明会
Zoomによるリモート

第８回勉強会 5/23 10名 Zoomによるリモート

第９回勉強会 6/20 13名

第１０回勉強会 6/28 21名

第１１回勉強会
7/5 23名

報告会

第１２回勉強会
11/8 20名

壮行会

納会 2021年 2/14 7名

■ 2020トレーニングキャンプ（滋賀県くつきの森・自然研修センター）

キャンプ名 日程 参加人数 備考

６月トレーニング
6/13-14

13名

12名（新人）体験キャンプ

７月トレーニングキャンプ１ 7/11-12 20名

７月トレーニングキャンプ２ 7/23-25 18名

８月トレーニングキャンプ 8/8-10 16名

１０月トレーニングキャンプ 10/18-19 14名

１１月トレーニング
11/21-22 16名

ファイナルキャンプ
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3.施設管理事業

■ 2020ワークキャンプ（滋賀県くつきの森・自然研修センター）

日程 参加人数 備考

６月ワークキャンプ 6/13-14 6名

７月ワークキャンプ１ 7/11-12 8名

７月ワークキャンプ２ 7/23-25 7名

１０月ワークキャンプ 10/18-19 11名

１１月ワークキャンプ 11/21-22 15名
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2020年度の事情
緊急事態宣言発出のため5月は実施できなかった。

6月以降は、移動時・活動時・宿泊時ともに出来る限りの感染対策を施し、参加人数を制限し

て実施した。

少人数にての作業であったが、本キャンプに必要な優先順位を考慮して必要最低限の作業

を行った。



■中止したキャンプ
のびのびキャンプ（大阪府青少年活動財団、関西テレビ青少年育成事業団、アサヒキャンプ共催）
例年、本キャンプは自閉症児を対象とし、パーソナルカウンセラーがキャンパーをマンツーマンで支援するものであ
る。今年は、会場をアサヒのホームである朽木キャンプ場のやまね館にて実施するべく昨年度より準備を進めてき
た。募集に関しても、例年通りの方法と『しが子ども体験学校』の広報も利用したが、応募人数が少なく、またキャン
プの性格上、カウンセラーとキャンパーの密着性は避けられないと判断し３社協議の上、中止と決定した。

YAMAキャンプ（アサヒキャンプ主催）
トレーニングキャンプ・ワークキャンプと並行して行うYAMAキャンプは、今年度は感染症防止対策のため、参加人
数を絞っていることもあり、ＯＢＯＧによるグループカウンセラーを確保できなかったので中止した。

■参加者募集の取り組み
しがこども体験学校とびわ活ガイドブック
滋賀県の健康医療福祉部子ども・青少年局がｗｅｂ発行している「しがこども体験学校」および県庁の横連携で琵琶
湖環境部環境政策課が発行している「びわ活ガイドブック」に本年度も団体登録を行いわんぱくキャンプとげんきッ
ズキャンプの事業紹介および参加者募集を行った。
昨年度は紙媒体で配布された「びわ活ガイドブック」の影響が大きく、問い合わせ・応募が多かったが、今年度は
ネットでの公開にとどまったため両キャンプともにこれによる応募が少なかった。

リピーター対応
昨年のわんぱくキャンプ、げんきッズキャンプの参加者全員に、早い時期から日程を含めた暫定チラシを送付する
とともに、メールにて今年度のキャンプ開催のアナウンスを行った。その反応は大きく、一般参加でのリピーターが
わんぱくで９名、げんきッズで４名（内キャンセル２名）であった。 キャンプ後のアンケートでも、「昨年楽しかったの
で…」という参加動機も多く、来年度も重視して継続する。

理事経由での募集
豊中市グーテンこども食堂にお知らせし、げんきッズに６名の参加を得た（有償）。
大津市小鳩の家にお知らせし、げんきッズに１０名の参加を得た（無償）。

■招待の取り組み
• ３月末に朽木東小表敬訪問、暫定チラシを渡すとともに元校長に協力依頼／快諾。

元校長は３月末をもって退官され、新学期からは地村校長となる。
• ７月に朽木東小 現校長再訪問。本チラシの配布と生徒さんへ招待の働きかけを依頼。

→東小、西小向けに別途招待参加申込書を作成→担任から生徒さんに配布してもらう。
→結果；わんぱくに東小より３名参加。

■補助金
• 子供の未来応援基金 支援金
事業名 朽木フレンドシップキャンプ（経済的困窮状態の家庭への支援）を目的に申請。1/24に支援金内定額30万
円が通知され、4/8に30万円が入金された。

• 令和2年度河原林富美福祉基金助成金
活動に必要な機器の購入を目的に申請。内容は、トランシーバー、ヘッドランプ、簡易型タープ、テント、スイムタオ
ル、シュラフ、充電式チェーンソーの購入。
5月末に29.4万円の申請を行い、7/10に26.4万円助成金決定が通知された（申請額の9/10）。
10/25理事会にて報告し、事業完了報告および助成金申請を行った（議事録とホームページに掲載）。
12/25に入金済み。事業報告書掲載予定。

• 子供たちの心身の健全な発達のための子供の自然体験活動推進事業 委託経費
日帰りのわんぱくキャンプ、げんきッズキャンプ１，２の３キャンプを対象として、文部科学省総合教育政策局主導の
表記事業への参加表明、企画提案を行い、審査の結果7/10に委託上限金額60万円での採択結果通知を受け、事
業計画書他の必要書類を提出、7月末に契約締結を行った。
現在、委託事業完了の報告書、収支決算書他を提出済み2/26に入金済み。

• 高島市の助成金
8/1-3/31の期間、１５名以上の団体客に対し団体客誘致支援助成金の名目で、1人1泊につき
５００円の助成金が支給される制度が施行された。８月のキャンプは上記の助成金を受けているため申請不可だが、
９月以降のファミリーキャンプ、シニアキャンプ、ワークキャンプに関して申請し、トータル6.9万円を得た。

各事業の特記事項
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特定非営利活動法人アサヒキャンプ

（単位；円）

科目

Ⅰ 経常収益

１．受取会費

正会員受取会費 750,000
賛助会員受取会費 372,000 1,122,000

２．受取寄付金

一般寄付金 259,175
朽木特別募金 27,000
ﾄﾗﾝｼｰﾊﾞｰ寄付金 11,600
ﾜｰｸｷｬﾝﾌﾟ寄付金 21,700
次世代ﾘｰﾀﾞｰｽﾞ 0 319,475

３．受取助成金等

文部科学省 600,000
子供の未来応援基金 300,000
河原林富美福祉基金 263,000
高島市 69,000 1,232,000

４．事業収益

野外活動事業 664,500
養成・派遣事業 4,000
施設管理事業 138,100
研究・出版事業 0
その他 0 806,600

５．その他収益

受取利息 3
雑収益 0 3

経常収益計 3,480,078
Ⅱ 経常費用

１．事業費

（1）人件費

諸謝金 0
人件費計 0
（2）その他経費

旅費交通費 1,094,112
通信費 87,435
保険料 53,980
消耗品費 474,043
支払手数料 440
施設利用料 768,410
食糧費 305,426
被服費 66,605
印刷製本費 33,444
プログラム費 40,495
雑費 880

その他経費計 2,925,270
事業費計 2,925,270
２．管理費

（1）人件費

諸謝金 0
給与手当 120,000

人件費計 120,000
（2）その他経費

旅費交通費 36,510
通信費 152,886
賃借料 120,000
消耗品費 7,699
租税公課 2,900
事務用品費 2,501
支払手数料 1,472
諸会費 10,000
施設利用料 957
印刷製本費 37,919
雑費 2,028
招待補助金 0

その他経費計 374,872
管理費計 494,872

　経常費用計 3,420,142
当期正味財産増減額 59,936
前期繰越正味財産額 1,751,026
次期繰越正味財産額 1,810,962

2020年度活動計算書

2020年4月1日～2021年3月31日

金額



特定非営利活動法人アサヒキャンプ

（単位：円）

科　　目　・　摘　　要
Ⅰ 資産の部

1.流動資産

現金預金

現金 589,615
Syncable 78,175
ゆうちょ銀行 603,532
ＵＦＪ銀行 613,973
未収入金 0

　流動資産合計 1,885,295
2.固定資産

　固定資産合計

　資産合計 1,885,295
Ⅱ 負債の部

1.流動負債

未払金 49,333
前受金 25,000

　流動負債合計 74,333
2.固定負債

　固定負債合計

　負債合計 74,333

　正味財産 1,810,962

（単位：円）

科　　目　・　摘　　要
Ⅰ 資産の部

1.流動資産

現金預金 1,885,295
未収入金 0

　流動資産合計 1,885,295
2.固定資産

　固定資産合計

　資産合計 1,885,295
Ⅱ 負債の部

1.流動負債

未払金 49,333
前受金 25,000

　流動負債合計 74,333
2.固定負債

　固定負債合計

　負債合計 74,333
Ⅲ正味財産の部

前期繰越正味財産 1,751,026
当期正味財産増減額 59,936

　正味財産合計 1,810,962

　負債及び正味財産合計 1,885,295

金額

財産目録

金額

貸借対照表

2021年3月31日現在

2021年3月31日現在
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