第７期 事業報告書（案）
特定非営利活動法人 かしわらイイネット
Ⅰ 事業期間
平成 29 年 9 月 1 日～平成 30 年 8 月 31 日
Ⅱ 事業の成果
〔新たな役員体制と会員制度構築によって将来を見据えた事業を〕
役員体制を男女四名とした７期は、前期において掲げた事業理念「町の情報発信によって、
人と人、人と地域をつなぐ」と、八項目の事業内容「知る」
「つたえる」
「ささえる」
「まな
ぶ」
「おこす」
「つくる」
「ひろげる」
「つながる」に基づき、さらに新たな展開を検討し、実
施へと結びつけた。
従来の情報発信や企業見学以外の主な新しい内容としては、地域交流福祉施設における
情報発信、商店街新聞を軸とした若い学生と商店主との連携サポート、理事会主導で企画し
た交流会、2020 年度から始まる小学校へのプログラミング教育導入に関する聴き取りなど
を行った。
また、当法人の会員にはメンバーズカードを作成し、前期に決まった返礼品とともに団体
賛助会員と個人会員（正会員・賛助会員）との結びつきを強くするとともに、地元産業の認
知度アップを目指す取り組みも実施した。

１）地域情報発信事業
（リアルな情報発信）
Web サイトや SNS における情報発信以外に、
「知る」
「つたえる」を実際に体感してもらう
企業の社会見学を、団体賛助会員である岡村製油株式会社において今期は２回実施。
（2017
年 11 月 14 日と 2018 年 4 月 19 日）
企業の主力である「綿実油」を柏原市の飲食店が使用してつくったドーナツを楽しんでも
らうなど、地域の「食」の結びつきとして、製造者・飲食店・消費者の間を取り持つような
工夫をし、参加者からのアンケート結果を製造者へフィードバックする試みも企画した。
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（Web サイト・SNS における発信）
● Web サイトについて
今期は 2017 年 10 月に台風 21 号による大和川の増水、2018 年 6 月には大阪北部地震、西
日本豪雨、猛暑など気象による災害が多く発生、自治体の発信する災害・避難情報をフォロ
ーする意味でツイッターを中心とした情報発信を自発的に実施した。
その一方で、今年 6 月に Web サイト（ホームページ）のサーバ障害が発生、予算や契約に
おける体制の準備不足があり、Web サイトについては発信を一時休止せざるを得なくなった。
後半は SNS（Facebook・Twitter・Instagram）において発信。
これについては、反省に基づいた発信環境の見直しを行いつつ、次期前半の再構築めざし
て取り組みを進めることとした。
休止前ではあるが、サイトへのユニークユーザー数は 1 日平均ユーザー数として
は 138（前期 148）
。SNS 含めて詳細はⅢにおいて掲載。

２）地域情報化促進・啓発事業
【商店街新聞の発行サポート】新規
年々高齢化が進む商店街を若者世代にも認知してもらう、また、商店街内部の情報共有も
目的とした商店街新聞の発行として、団体賛助会員でもあるオガタ通り商店街（かしわらオ
ガタ通り商店街協同組合）の「町の駅 笑顔ふれあいプロジェクト」に参画。
きっかけは、商店街内で子どもの居場所づくりをめざして活動する「コミュニティスペー
ス PECO」と商店街役員とのコミュニケーション不足についての気づきがあったためで、ま
ずは会議におけるつなぎ役を担うことから始め、商店街新聞における店舗取材や記事作成
を実施した。
商店街新聞においては、店主にスポットを当てた新たな魅力発掘、交流スペース「ふれあ
い館オガタ」に集まる市民活動団体やサークルなどをの調整役も担った。2017 年 10 月～
2018 年 3 月まで実施。
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【地域交流施設ほのぼのかたしも・足湯掲示板における情報発信】
柏原市平野の地域交流施設「ほのぼのかたしも」にある足湯は、施設利用者だけでなく、
そばを通行する人たちにとっても憩いの場となっている。そこで柏原市社会福祉協議会の
「笑顔種まきプロジェクト」において利用者に向けた地域情報の発信作業をサポートした。
当初は町のイベント情報に関するフライヤー掲示が中心であったが、この地域において
心の拠りどころとなる民俗的拠点の紹介を、他地域の方々へも認知してもらう工夫をした。
その認知によってウォーキングやサイクリングにおける道案内、また、周辺地域の医療情報
も掲載した。
（2017 年 9 月～2018 年 3 月まで実施）

【理事会機能充実により、交流会と今後に向けたヒアリングを実施】新規
７期より役員体制を男性二名、女性二名による四名の理事としたことで、理事会での議論
をこれまで以上に活発にし、そこから出たアイディアをもとに交流会を実施した。これは当
法人の認知度がまだ低いと思われることの気づき、また地縁の強い地域ならではの結びつ
きに捉われることなく、様々な立場の方々による交流を目的としたものである。
その第１回目を 2018 年 5 月 21 日に商店街のふれあい館オガタにて実施。15 名の参加に
よる交流となった。
また、2020 年度に小学校におけるプログラミング教育が導入されることから、当法人が
掲げる「まなぶ」の観点における、地域情報化の今後に向けた取り組みとして、大阪教育大
学 ICT 支援ルームを 2018 年 3 月 16 日に訪問（理事 3 名）。担当教員からのヒアリングを実
施した。この内容を踏まえ、８期以降の事業においてさらなる展開を行うものとした。

【その他】
地域情報化促進・啓発事業として、柏原市障害者自立支援協議会の Web サイトサポート、
柏原市果樹振興会のぶどう直売所マップ更新作業、柏原市農業推進啓発協議会のぶどう・み
かんメニュー開発に関するフライヤーの作成など。
その他、個人からの SNS の使い方に関する無料サポートなども随時実施。上記すべての
地域情報化促進・啓発事業収益は、387,668 円 （前期は 425,871 円）
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３）その他の事業
サイト休止につき「かしわらテイストストア」も休止。後半のぶどう斡旋代が中心。
今期の売上は 15,400 円。支出が 12,080 円
（内訳：
〔仕入〕12,080 円

〔梱包関係〕〔送料〕今期は売上に含む）
。

今後も販売についてのあり方を検討し、NPO 活動資金づくりを行なう必要がある。

Ⅲ 事業の実施状況
１ 特定非営利活動に係る事業
（１）
（事業名） 地域情報発信活動事業
（内 容） 「かしわらイイネット」サイト・SNS を軸とする情報発信活動
① 閲覧やフォロワー数について
● 「かしわらイイネット」Web サイト休止前のユニークユーザー数 1 日あたり平均 138。
昨年は 128。
● Facebook ページ全体の「いいね」数（自らのニュースフィードに掲載されている人）
2017 年 8 月 31 日

1,161

→

2018 年 8 月 31 日 1,192

● Twitter フォロワー数

1,532

2017 年 10 月 31 日

→

1,682

2018 年 8 月 31 日 1,901

● Instagram（インスタグラム）
2017 年 8 月 31 日

253

→

2018 年 8 月 31 日
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572

② 柏原市内における地域活動など取材
（実施場所） 柏原市内各所
（実施日時） 随時
（事業の対象者） 柏原市の各団体・事業者・個人へ取材。 内容はサイトや Facebook にて
公開
文末の★は特集記事、●は団体・個人賛助会員関連、■は寄稿
※日付は掲載日のため、取材日と誤差あり。
※平成 29 年 30 年ともに台風・地震などでイベント延期、ツイッターで独自情報発信
平成２９年
９月 ６日 「レンタルスペースでハンドメイド作品を展示・販売」（ジュエリー祐宝堂）
９月１３日 ラーメン三四六
９月２０日 馬とのふれあいで少年の立ち直り支援を（少年サポートセンター）★
９月２０日 包装工程で点字を打つ技術を開発（大青鉄工）★
９月２３日 岡村製油株式会社感謝セール ●
１０月 １日 ＪＡまつり
１０月 ４日 徳島ラーメンひろ家
１０月 ５日 河内木綿で柏原も縁の深い「茶吉庵プロジェクト」●
１０月 ７日 平野秋祭り
１０月１０日 柏原の子どもたちもつながる「LOVE STONE PROJECT」
１０月１０日 大正ガーデンマルシェ
１０月１３日 和気清麻呂も行おうとした大和川の付け替え
１０月１４日 坂を登って朝焼けを観る （mikeneko）■
１０月１４日 第９回柏原市民総合フェスティバル
１０月１６日 近鉄ハイキング下見取材
１０月１７日 週ひが前田さんと語る「LINE は SNS？ SNS ってなあに？」★
１０月２１日 くるみ秋まつり 「とどけよう！みんなのこえ」
１０月２１～２３日

台風２１号によるツイッター発信。（２４日には大和川清掃）

１０月２５日 LINE＠のキホン講座
１０月２８日 おいな～れ国分祭
１０月２９日 としょかんマルシェ
１０月３１日 あんぷくあん（キャンナス柏原）
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１１月 ４日 茶吉庵蔵出しと河内の手しごと市
１１月 ５日 ガチャガチャで大学の認知と地域の交流を（大教大神霜祭）★
１１月 ８日 柏原はしご酒
１１月１０日 瑠璃光寺紅葉
１１月１０日 ポッキーを使ってプログラミングを楽しく学ぶ（大教大 ICT）

▲ポッキーを使ってプログラミングを楽しく学ぶ（大阪教育大学にて）

１１月１１日 café riso １１周年
１１月１４日 コットン気分のひとときを（岡村製油工場見学）●
１１月１５日 青谷ゴルフガーデン２０周年 ●
１１月１５日 パラアーチェリー江口舞さんに聴く ★
１１月１９日 柏原ふれあい広場
１１月１９日 カタシモワイン祭り ●
１１月２２日 SHINGO☆西成 修徳学院・桜坂小・中学校を訪問
１１月２６日 いたに萬幸堂

感謝祭 ●

１１月２６日 リビエールわくわくフェスタ＋手づくり市
１２月 ２日 岡村製油株式会社感謝セール ●
１２月 ２日 タント祭り
１２月 ８日 ＪＡ大阪中河内 畑のつづき
１２月 ９日 台風２１号災害による大和川清掃
１２月１０日 とくとくトラック市＋リユース市
１２月１３日 tant-tant２号店
１２月１４日 かしわらイイネット忘年会
１２月１７日 柏原ワインマルシェ（第九）
１２月２０日 親子広場ドレミファごんちゃんを訪問（書籍出版）
１２月２１日 ラーメン天破
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１２月２２日 メガネの平和晃にて大阪教育大学学生コンサート
１２月２２日 パーラープアゾン
１２月２４日 オガタ通り商店会クリスマスセール ●
１２月２７日 クレマチス（お茶）
平成３０年
１月 １日

鐸比古鐸比賣神社

１月 ６日

柏原えびす

１月 ９日

サンヒル柏原

１月１３日

オガタ通り商店街 餅つき ●

１月１３日

ほのぼのかたしも１０周年

１月１３日

cafe riso（柏原みかんメニュー）

１月１８日

おちゃどころ Tumugu（柏原みかんメニュー）

１月２１日

有明（柏原みかんメニュー）

１月２３日

「えんとつ町のプペル 光る絵本展」

１月２５日

焼鳥のあじもり

１月２７日

肉のみつみ

１月３０日

うどん山川（柏原みかんメニュー）

１月３１日

八剣伝国分駅前店（柏原みかんメニュー）

２月 ４日

壷焼き芋あまか（柏原みかんメニュー）

２月 ５日

東大阪大学柏原高にぶどうのイルミネーション ★

２月 ６日

Stanbrook's Fish&Chips（柏原みかんメニュー）

２月 ７日

江戸時代、優れた技術を持った瓦師が国分に

２月１２日

柏原シクロクロス ★

２月１２日

オガタ通り商店街って穴場 ■

２月１８日

キッチンカフェ アイン

２月２０日

有明（苺大福）

２月２１日

和洋創作圓山

２月２５日

高尾山の水仙

２月２６日

学生と商店街の交流をあらためて（オガタ通り）●

３月 １日

柏原でいちごが注目！「いちご新スイーツ」３選

３月 １日

momovege に並んでみた

３月 ４日

大和川クリーン作戦
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▲学生と商店街の交流をあらためて（オガタ通り商店街）

３月 ６日

ファイト!!マルシェ＆カフェ プレオープン ●

３月１０日

現地を知ることで子どもたちと「とどけよう!!みんなのこえ!!」 ★

３月１４日

河内かしわら わたの日展 ★

３月１７日

かしわら手ぬぐい WEEK

３月１８日

オガタ通り・町の駅で鉄道模型を見学しよう！ ●

３月２１日

宮脇書店大阪柏原店（かしわら手ぬぐい WEEK）

３月２２日

「近世・近代の柏原の鉄道」の歴史を学ぶ ★

３月２４日

岡村製油株式会社感謝セール ●

３月２４日

近鉄道明寺線 120 周年セレモニー

３月２４日

いたに萬幸堂（かしわら手ぬぐい WEEK）

３月２６日

原川の桜

３月２９日

観音寺 桜満開

４月１４日

Bed&Bicycle

４月１９日

岡村コットンタイム（岡村製油工場見学） ●

４月２１日

ふれあいステーション（ジョイフル国分 2 階）

４月２２日

おおさかワインフェス ●

４月２７日

スナッグゴルフって何？ 青谷ゴルフガーデン ●

４月２８日

24 時間営業のジム D-FIT24 で健康的な汗を（D-FIT24）

４月２９日

三毛猫の「柏原ぶらり旅」
（mikeneko）■

５月 ２日

華苑

５月 ２日

柏原石おこし「宮沢賢治も踏んだ柏原駅西の御影石」■（OMURA）

５月 ４日

石神社クスノキ

５月 ５日

ブランシェタカギ（プチケーキ）
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５月 ６日

オガタ通り商店街の燕 ●

５月 ９日

和洋創作 圓山 離れ

５月１１日

はないっちゃんの庭（おちゃどころ Tumugu）

５月１３日

カフェドまあゆ（おにぎり定食）

５月１４日

ファイト‼マルシェ&カフェ グランドオープン ●

５月１４日

柏原石おこし（２）
「高井田横穴の石は紀伊半島から？」■ （OMURA）

５月１９日

綿実油串カツの会

５月２１日

今夜はイイネット 交流会

▲今夜はイイネット交流会

５月２２日

こいのぼり絵画の入選作品展（アゼリア６階）

５月２３日

J:COM 「ふわっと･･･欣様」の収録現場に遭遇 ●

５月２５日

Cafe オリーブ

６月 ８日

※サイト運営休止

６月 ９日

Gallery963 で季節のソーダ

６月１３日

サンモア文具

６月１６日

タント祭

６月１８日～１９日

※大阪北部地震 １日ツイッター発信

６月１９日

ほのぼのかたしもで AED 講習会

６月２１日

サンモア文具 再訪問

６月２３日

岡村製油株式会社感謝セール ●

６月２４日

防災講習会
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６月２９日

祭りの準備風景 にしはた精肉店 コロッケ

７月 １日

リビエール手づくり市

７月 １日

カフェ和（なごみ）

７月 １日

玉手・円明の祭り準備風景（ぶどう直売所訪問も）

７月 ５日

本郷の御劔神社の祭り準備風景

※７月５日～７日 西日本豪雨 ツイッター発信
７月 ８日

をかしわらマルシェ プレマルシェ

７月１１日

安明寺のぶどう天井画（過去の取材より）

７月１２日

大阪北部地震で被災したぶどう直売所訪問

７月１４日

夏祭りの季節到来。法被（はっぴ）に注目♪（過去の取材より）

７月１６日

おちゃどころ Tumugu かき氷

７月１６日

国分神社 河内音頭

７月１６日

ラーメン一仁

７月１８日

テラガワ農園（ぶどう直売所）

７月２０日

金山媛神社の祭り準備風景

７月２２日

柏原市青少年吹奏楽音楽祭

７月２２日

POUND LIVE

７月２４日

真夏の柏原サイクリングライド

７月２８日

いたに萬幸堂 感謝祭 ●

※７月２８～２９日 台風１２号東から上陸 ツイッターなど発信
７月３１日 鐸比古鐸比賣神社 夏祭り
８月 １日

サンモア文具閉店により訪問

８月 ２日～５日 各ぶどう直売所訪問
８月 ３日

青谷ゴルフガーデンで花火イベントで地域の PR も ●

８月 ７日

大阪産業創造館パッケージ展 2018（大青鉄工）

８月 ７日

アンジュブラン（ぶどうメニュー）

８月 ８日

横尾 マルキ農園と夕日の丘観光農場 訪問

８月１６日 café riso （ぶどうメニュー）
８月１６日 焼鳥のあじもり（ぶどうメニュー）
８月１６日 リビエール映画サロン
※ ８月２３日～２４日 台風２０号上陸 ツイッターなどで発信
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８月２４日 momovege フルーツサンド
８月２５日 つながる音楽祭
８月２５日 「ふるさと柏原ぶどう狩りツアー」
８月３０日 ぶどう共同農園お披露目会
※８月３１日～９月１日 台風２１号大阪に大きな被害 ツイッターなどで発信
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（２）
（事業名） 地域情報化促進・啓発事業
１）
（内 容） かしわらオガタ通り商店街協同組合 商店街新聞発行 ミニイベント
（実施日時） 平成 29 年 9 月 ～平成 30 年 3 月
（事業の対象者） かしわらオガタ通り商店街協同組合
２）
（内 容） ほのぼのかたしも足湯掲示板における情報発信
（実施日時） 平成 29 年 9 月 ～平成 30 年 3 月
（事業の対象者） 柏原市社会福祉協議会
３）
（内 容）柏原市農業啓発推進協議会 みかんメニューフライヤー
（実施日時） 平成 29 年 12 月
（事業の対象者）柏原市農業啓発推進協議会
４）
（内 容）柏原市農業啓発推進協議会 ぶどうメニューフライヤー
（実施日時） 平成 30 年 8 月
（事業の対象者）柏原市農業啓発推進協議会
５）
（内 容） 柏原市自立支援協議会 Web サイト更新
（実施日時） 平成 29 年 10 月 ～平成 30 年 8 月
（事業の対象者） 柏原市社会福祉協議会
http://kc-jiritsushien.sakura.ne.jp/
６）
（内 容） 初心者向け Facebook 勉強会（無料）
（実施場所） ふれあい館オガタ
（実施日時） 随時
（事業の対象者） 市民一般

（３）
（事業名） その他の事業
今期は山常園のぶどう販売（あっせん）とふるさと納税（注文１件）
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Ⅳ 理事会その他の役員会の開催状況
第１回理事会 ９月１５日（金） ふれあい館オガタ
議題 前期の活動内容について
第２回理事会 １０月１３日（金） ふれあい館オガタ
議題 イイネット全般の取り組み状況について
第３回理事会 １１月２日（木） ふれあい館オガタ
議題 定期総会について
第３回理事会 １１月１７日（金） ふれあい館オガタ
議題 定期総会について
第４回理事会 １月１９日（金） ふれあい館オガタ
議題 商店街における取り組みについて
第５回理事会 ２月１６日（金） ふれあい館オガタ
議題 イイネット全般の取り組み状況について
第６回理事会 ３月１６日（金） ふれあい館オガタ
議題 イイネット全般の取り組み状況について
第７回理事会 ４月２０日（金） ふれあい館オガタ
議題 イイネット全般の取り組み状況について
第８回理事会 ５月１１日（金） ふれあい館オガタ
議題 「今夜はイイネット」交流会について
第９回理事会 ６月１５日（金） ふれあい館オガタ
議題 メンバーズカード作成について
第１０回理事会 ７月１３日（金） ふれあい館オガタ
議題 イイネット全般の取り組み状況について
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第１１回理事会 ８月１７日（金） ふれあい館オガタ
議題 イイネット全般の取り組み状況について
第１１回理事会 ９月２１日（金） ふれあい館オガタ
議題 プログラミング研修会について

（７期の運営状況について）
組織運営の状況は、平成 30 年 8 月 31 日時点において、個人正会員 10 名、団体賛助会
員 13 団体。
今期よりメンバーズカードを製作・発行。カード提示による団体賛助会員店舗などにおけ
る特典も用意した。6 期に決定した個人会員への団体賛助会員企業の商品・製品・サービス
を返礼品として配布。

▲メンバーズカード

▲返礼品
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