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第1号議案 令和2年度事業報告 

（1）  事務局【局長：三原 靖】 

＊ 令和元年度定期総会（書面表決） 

 ＊ NPO法人 藤沢市聴覚障害者協会理事会 12回（毎月第1回） 

 ＊ 2021年カレンダー販売活動 

 ＊ 藤沢市身体障害者連合会：理事会： 

新型コロナウイルス感染症の拡大により中止 

 ＊ カナガワ・デフウェイ2020（南足柄市）： 

新型コロナウイルス感染症の拡大により中止 

 ＊ カレンダー・定期総会等の発送（年2回） 

 ＊ 神奈川県聴覚障害者グループホーム準備委員会（毎月2回） 

 ＊ 藤沢市聴覚障害者災害対策本部： 

防災訓練：新型コロナウイルス感染症の拡大により中止 

＊ 咲む：2020年12月06日 藤沢市民会館 

＊ 障害福祉課意見交換会 

＊ ホームページ活動 

 ＊ 助成金等助成申請活動 

    ・愛の輪福祉基金 

 ＊ スポンサー 

    ・株式会社 アイキャル http://www.ical.jp 

    ・高橋歯科クリニック https://dental-kugenuma.jp/?lang=ja 

 

 

（2） 財務局【局長：三原 靖】 

＊ 市会員  ：42名（昨年度39で3名増）、目標50名（84.0％達成） 

 ＊ 賛助会員 ：18名（昨年度19で1名減）、目標15名（120.0％達成） 

＊ 会友会員 ：14名（昨年度16名2名減）、目標20名（70.0％達成） 
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（3）  手話講習会【担当：櫻井 康則】 

 ＊ 今年度の活動について下記の通り報告致します。 

☆日程 

①初級コース（全35回）：新型コロナウイルス感染症の拡大により中止 

②中級コース（全15回）：新型コロナウイルス感染症の拡大により中止 

③上級コース（全15回）：新型コロナウイルス感染症の拡大により中止 

④養成コース（全10回）：2020年09月29日～12月01日（夜間の部） 

 

☆講師 

 ①初級コース(35回)：- 

②中級コース(15回)：- 

      ③上級コース(15回)：- 

   ④養成コース(10回)： 
  櫻井 康則（聴障者） 川上 増美（健聴者） 櫻井 いづみ（健聴者） 

☆受講生出席実績（※括弧内の数字は受講証明書受賞数） 

①初級コース：- 

②中級コース：- 

      ③上級コース：- 

      ④養成コース：夜間の部 初回 4名→ 4名（ 4名） 

 

 

（4）  手話対策部【部長：中山 徹】 

＊ 手話サークル定例会（毎月1回） 

  新型コロナウイルス感染症の拡大により定例会は1回 

＊ 市郡代表会議（毎月1回:12回） 

＊  藤沢登録手話通訳者の会との会議 

＊  ボウリング大会（会場／湘南とうきゅうボウル）： 

新型コロナウイルス感染症の拡大により中止 

 

（5）  女性部【部長：飯塚 晃子】 

 ＊ ハワイキルト教室 

   ・日   程／2020年12月19日（土) 

   ・会   場／御所見公民館 

   ・参加人数／6名（会員4名、会友1名、非会員1名、） 
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（6）  スキーへGO！！【担当：三原 靖】 

  ・日  程／2021年3月5日(金)～7日（日） 

  ・場   所／岩手県 安比高原スキー場 

  ・参加人数／19名(会員5名、非会員2名、中学生1名 小学生11名、) 

 

（7）  クリスマス会【担当：中山 徹】 

  新型コロナウイルス感染症の拡大により中止 

 

（8）  レク部【部長：飯塚 晃子 副部長：時松 長美】 

 ＊ 秋のバーベキュー 

   ・日   程／2020年11月1日(日) 

   ・会   場／とぴっちょBBQin江の島 

   ・参加人数／21名（会員13名、非会員(健聴者、聾者8名） 

 

 ＊ 新年会 

  新型コロナウイルス感染症の拡大により中止 

 

（9）  バイクツーリング企画【担当：中山 徹】 

  新型コロナウイルス感染症の拡大により中止 

    

（10） ソフトバレーボール活動【担当：飯塚 晃子】 

 ＊ 交流会 

    新型コロナウイルス感染症の拡大により中止（会場確保困難のため） 

 



第2号議案　令和2年度決算報告

予算額 備考

I　収入の部
1　会費収入

正会員 ¥205,000 \20,500×10名（単独）
¥39,000 \19,500×2名（単独・賛助夫婦）
¥227,500 \16,250×14名（夫婦）

¥0 \13,500×0名（ミドル夫婦）
¥116,000 \14,500×8名（高齢単独）
¥25,500 \12,750×2名（高齢夫婦）

¥30,000
\5,000×6名（社団法人神奈川県聴覚障害者協会に登
録しない方）

賛助会員 ¥256,000 \16,000×16名
¥30,000 \15,000×2名（単独・賛助夫婦）

会友会員 ¥42,000 \3,000×14名
後援会員 ¥0 0社（1口\10,000）

2　事業収入
①

ア　聴覚障害高齢者福祉施設研究会
参加料 ¥0

イ　特別講演会
参加料 ¥0

②

ア　藤沢市手話講習会事業（市より委託事業）
委託料 ¥158,400

③ 健聴者との親睦を図る交流事業
ア　納涼会 新型コロナウイルス感染症の拡大により中止
参加料 ¥0

イ　ソフトバレー 新型コロナウイルス感染症の拡大により中止
参加料 ¥0

ウ　クリスマス会 新型コロナウイルス感染症の拡大により中止
参加料 ¥0

エ　BBQ
参加料（会員） ¥55,900 参加料：\4,300×13人
参加料（非会員） ¥38,400 参加料：\4,800×8人

オ　スキー
参加料（会員） ¥75,000 参加料：\15,000×5人
参加料（非会員） ¥31,000 参加料：\18,000×1人,\13,000×1人
参加料（中学生） ¥13,000 参加料：\13,000×1人
参加料（小学生） ¥119,000 参加料：\11,000×10人\9,000×1人
新幹線代 ¥188,490
その他 ¥1,710

カ　ボーリング大会 新型コロナウイルス感染症の拡大により中止
参加料 ¥0

キ　ハワイキルト（女性部）
参加料（会員） ¥7,500 参加料：\1,500×5人
参加料（非会員） ¥1,800 参加料：\1,800×1人

ク　キャンプ 新型コロナウイルス感染症の拡大により中止
参加料 ¥0

ケ　バイクツーリング企画 新型コロナウイルス感染症の拡大により中止
参加料 ¥0

④

ア　緊急手話通訳者派遣事業
依頼料

3　寄付金・補助金収入 ¥300,000

4　雑収入 ¥135,942
¥2,097,142
¥150,443
¥2,247,585

Ⅱ　支出の部
1　事業費
①

ア　聴覚障害高齢者福祉施設研究会
交通費

イ　特別講演会
講師謝礼金

講習会、研修会、研修旅行、社会見学等の社会教育
事業

特定非営利活動に係る事業会計収支決算書
（令和2年4月1日～令和3年3月31日）

特定非営利活動法人藤沢市聴覚障害者協会
科　　目

聴覚障害者の福祉と文化に関する研究調査および福
祉・文化増進事業

聴覚障害者の社会参加促進を図る手話通訳者育成・
派遣事業

当期収入合計（A）
前期繰越収支差額
収入合計（B）

聴覚障害者の福祉と文化に関する研究調査および福
祉・文化増進事業
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②

ア　藤沢市手話講習会事業（市より委託事業）
講師謝礼金等 ¥158,400

③ 健聴者との親睦を図る交流事業
ア　納涼会 新型コロナウイルス感染症の拡大により中止
食事代等 ¥0

イ　ソフトバレー 新型コロナウイルス感染症の拡大により中止
その他 ¥0

ウ　クリスマス会 新型コロナウイルス感染症の拡大により中止
食事代等 ¥0

エ　BBQ
食事代等 ¥94,775

オ　スキー
新幹線代 ¥188,490
宿泊代 ¥463,500
飲食代 ¥7,680

カ　ボーリング大会 新型コロナウイルス感染症の拡大により中止
施設料等 ¥0

キ　ハワイキルト（女性部）
材料費等 ¥8,000

ク　キャンプ 新型コロナウイルス感染症の拡大により中止
キャンプ場（未定） ¥0

ケ　バイクツーリング企画 新型コロナウイルス感染症の拡大により中止
飲食代 ¥0

④

ア　緊急手話通訳者派遣事業
手話通訳者謝礼金

2　社団法人　神奈川県聴覚障害者協会　登録費 ¥775,000
正会員（\17,500：単独12名、\14,250：夫婦14名、
\13,500：高齢単独8名、\11,750：高齢夫婦2名）
賛助会員（\13,000：18名）

3　管理費
事務局運営費 ¥7,000
ホームページ運営費 ¥59,400
消耗品費 ¥21,578 事務用品代
会議費 ¥600 理事会等
印刷費 ¥660 コピー代等
運賃費 ¥4,312 定期総会、カレンダー発送
報酬 ¥95,000 2020年度
通信費 ¥8,646
財務局運営費 ¥6,000 監事報酬手当等
理事会交通費 ¥64,160
旅費交通費 ¥30,000
交際費 ¥0
慶弔費 ¥0
負担金支出 ¥88,990

4　予備費 ¥0
¥2,082,191
¥14,951
¥165,394

（単位：円）

聴覚障害者の社会参加促進を図る手話通訳者育成・
派遣事業

当期支出合計（C）
当期収支差額（A）-（C）

次期繰越収支差額（B）-（C）

講習会、研修会、研修旅行、社会見学等の社会教育
事業
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第2号議案　財産目録

財　　　　　産　　　　　目　　　　　録

（特定非営利活動に係る事業会計）

令和3年3月31日現在

Ⅰ　資産の部

　　１　流動資産

　　　　　現金預金　　　現金手許有高

　　　　　普通預金　　　横浜銀行　藤沢支店

　　　　　普通預金　　　郵便貯金総合通帳

　　　　　未収金

　　　　　　　　　　　流動資産合計

　　２　固定資産

　　　　　　　　　　　固定資産合計

　　　　　　　　　　　　　　　　　　資産合計

Ⅱ　負債の部

　　１　流動負債

　　　　　　　　　　　流動負債合計

　　２　固定負債

　　　　　　　　　　　固定負債合計

　　　　　　　　　　　　　　　　　　負債合計

　　　　　　　　　　　　　　　　　　正味財産

特定非営利活動法人の名称 特定非営利活動法人　藤沢市聴覚障害者協会

金　　　額科　　　目

165,394

0

165,394

0

0

68,586

77,601

0

165,394

19,207

0
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第2号議案　貸借対照表

貸　　　　借　　　　対　　　　照　　　　表

（特定非営利活動に係る事業会計）

令和3年3月31日現在

Ⅰ　資産の部

　　１　流動資産

　　　　　現金預金

　　　　　普通預金

　　　　　　　　　　　流動資産合計

　　２　固定資産

　　　　　　　　　　　固定資産合計

　　　　　　　　　　　　　　　　　　資産合計

Ⅱ　負債の部

　　１　流動負債

　　　　　　　　　　　流動負債合計

　　２　固定負債

　　　　　　　　　　　固定負債合計

　　　　　　　　　　　　　　　　　　負債合計

Ⅲ　正味財産の部

　　　　前期繰越正味財産

　　　　当期正味財産増減額

　　　　　　　　　　　正味財産合計

　　　　　　　　　　　負債及び正味財産合計

14,951

0

165,394

0

0

165,394

0

金　　　額科　　　目

特定非営利活動法人の名称 特定非営利活動法人　藤沢市聴覚障害者協会

68,586

96,808

165,394

165,394

150,443
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第3号議案 令和3年度事業計画案 

（1）  事務局【局長：三原 靖】 

＊ 令和2年度定期総会 

＊ NPO法人 藤沢市聴覚障害者協会理事会 

＊ 2022年カレンダー販売活動 

 ＊ 藤沢市身体障害者連合会：理事会 

 ＊ 障害福祉課意見交換会 

 ＊ カナガワ・デフウェイ2021（南足柄市） 

 ＊ カレンダー・定期総会等の発送 

 ＊ 藤沢市聴覚障害者災害対策本部 

    ・地区防災訓練参加 

＊ 神奈川県聴覚障害者GH準備委員会（毎月2回） 

＊ 助成金助成申請活動 

＊ ホームページ活動 

 

（2）  財務局【局長：三原 靖】 

＊ 正会員 ：目標は45名とします。 

＊ 賛助会員：目標は18名とします。 

＊ 会友会員：目標は15名とします。 

 

（3）  手話講習会【担当：櫻井 康則】 

＊ 令和3年度藤沢市手話講習会は4月の現在では日程、場所はまだ未定です。 

 

（4）  手話対策部【部長：中山 徹】 

＊ 神聴協手対部委員会出席 

＊ 市郡代表会議（毎月1回:12回） 

＊ 講師団の学習を2回開催する。 

＊  藤沢登録手話通訳者の会との会議 

     

（5）  女性部【部長：飯塚 晃子】 

＊ 手芸教室 

日   程／2021年12月予定 

   会   場／未定 

   参加定員／未定 
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（6） レク部【部長：飯塚 晃子、副部長：時松 長美】 

 ※新型コロナウイルス感染症の状況によっては企画が中止になる場合あり 

  

＊ 納涼会【担当：飯塚 晃子、時松 長美】 

日   程／2021年7月予定  

会   場／未定 

   参加定員／未定 

 

 ＊ 秋のバーベキュー【担当：飯塚 晃子、時松 長美】 

日   程／2021年11月予定 

   会   場／未定 

   参加定員／未定 

 

＊ 新年会【担当：飯塚 晃子、時松 長美】 

日   程／2022年01月予定 

   会   場／未定 

   参加定員／未定 

 

 ＊ 藤聴協杯ボウリング大会 【担当：中山 徹】                                

日  程／第14回：2021年5月22日予定、第15回：2021年11月予定 

会  場／湘南とうきゅうボウル                            

参加人数／未定  

 

 ＊ スキーへGO！ 【担当：三原 靖】                                

日  程／2022年3月予定 

会  場／未定                            

参加人数／未定  

 

＊  クリスマス会（手サ連合同）【担当：中山 徹】                       

日   程／2021年12月予定 

   会   場／未定 

   参加人数／未定 

 

＊  藤聴協バイクツーリング企画【担当：中山 徹】 

   日   程／第4弾：2021年6月26日予定、第5弾：2021年10月予定 

   会   場／未定 

   参加人数／未定 
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（7） ソフトバレー活動 【担当：飯塚 晃子】  

日  程／月2回 

会  場／太陽の家体育館 

       ※新型コロナウイルス感染症の拡大により当面活動停止 

 

 

 



第4号議案　令和3年度予算案

予算額 備考

I　収入の部
1　会費収入

正会員 ¥369,000 \20,500×18名（単独）
¥39,000 \19,500×2名（単独・賛助夫婦）
¥130,000 \16,250×8名（夫婦）
¥27,000 \13,500×2名（ミドル夫婦）
¥101,500 \14,500×7名（高齢単独）
¥25,500 \12,750×2名（高齢夫婦）

¥30,000
\5,000×6名（社団法人神奈川県聴覚障害者協会に登
録しない方）

賛助会員 ¥256,000 \16,000×16名
¥30,000 \15,000×2名（単独・賛助夫婦）

会友会員 ¥45,000 \3,000×15名
後援会員 ¥0 0社（1口\10,000）

2　事業収入
①

ア　聴覚障害高齢者福祉施設研究会
参加料 ¥0

イ　特別講演会
参加料 ¥0

②

ア　藤沢市手話講習会事業（市より委託事業）
委託料 ¥1,665,200

③ 健聴者との親睦を図る交流事業
ア　納涼会
参加料 ¥90,000 参加料：\3000×30人（会員）

イ　ソフトバレー
参加料 ¥0

ウ　クリスマス会
参加料 ¥40,000 参加料：\800×50人（会員）

エ　BBQ
参加料 ¥100,000 参加料：\2000×50人（会員）

オ　スキー
参加料 ¥260,000 参加料：\13000×20人（会員）

カ　ボーリング大会
参加料 ¥30,000 参加料：\1000×15人（会員）：2回分

キ　未定（女性部）
参加料 ¥10,000 参加料：\500×20人（会員）

ク　バイクツーリング企画
参加料 ¥0 参加料：\0×20人（会員）

④

ア　緊急手話通訳者派遣事業
依頼料 ¥0

3　寄付金・補助金収入 ¥220,000

4　雑収入 ¥100,000
¥3,568,200
¥165,394
¥3,733,594

Ⅱ　支出の部
1　事業費
①

ア　聴覚障害高齢者福祉施設研究会 協会補助金：\5,000
交通費 ¥5,000

イ　特別講演会 協会補助金：\１0,000
講師謝礼金 ¥10,000

②

ア　藤沢市手話講習会事業（市より委託事業）
講師謝礼金 ¥1,665,200

③ 健聴者との親睦を図る交流事業
ア　納涼会 協会補助金：\5,000
食事代等 ¥95,000

イ　ソフトバレー 新型コロナウイルス感染症の拡大により当面活動停止

講習会、研修会、研修旅行、社会見学等の社会教育
事業

特定非営利活動に係る事業会計収支予算案
（令和3年4月1日～令和4年3月31日）

特定非営利活動法人藤沢市聴覚障害者協会
科　　目

聴覚障害者の福祉と文化に関する研究調査および福
祉・文化増進事業

聴覚障害者の社会参加促進を図る手話通訳者育成・
派遣事業

当期収入合計（A）
前期繰越収支差額
収入合計（B）

聴覚障害者の福祉と文化に関する研究調査および福
祉・文化増進事業

講習会、研修会、研修旅行、社会見学等の社会教育
事業

12



その他 ¥0
ウ　クリスマス会 協会補助金：\10,000
食事代等 ¥50,000

エ　BBQ 協会補助金：\5,000
食事代等 ¥105,000

オ　スキー 協会補助金：\25,000
交通費 ¥110,000
宿泊代 ¥80,000
食事代 ¥85,000
その他 ¥10,000

カ　ボーリング大会 協会補助金：\10,000：2回分
施設料等 ¥40,000

キ　未定（女性部） 協会補助金：\5,000
材料費等 ¥15,000

ク　バイクツーリング企画
飲食代 ¥5,000 協会補助金：\5,000

④

ア　緊急手話通訳者派遣事業
手話通訳者謝礼金 ¥10,000

2　社団法人　神奈川県聴覚障害者協会　登録費 ¥839,000 正会員（\17,500：単独20名、\14,250：夫婦8名、
\11,500：ミドル夫婦2名、\13,500：高齢単独7名、
\11,750：高齢夫婦2名）
賛助会員（\13,000：18名）

3　管理費
事務局運営費 ¥8,000
ホームページ運営費 ¥60,000
消耗品費 ¥30,000 事務用品代
会議費 ¥5,000 理事会等
印刷費 ¥5,000 コピー代等
運賃費 ¥25,000 パープル&カレンダー発送
報酬 ¥95,000 令和3年度
通信費 ¥10,000
財務局運営費 ¥5,000 監事報酬手当等
理事会交通費 ¥80,000
旅費交通費 ¥40,000
交際費 ¥10,000
慶弔費 ¥10,000
負担金支出 ¥90,000

4　予備費 ¥0
¥3,597,200
¥-29,000
¥136,394

（単位：円）

聴覚障害者の社会参加促進を図る手話通訳者育成・
派遣事業

当期支出合計（C）
当期収支差額（A）-（C）

次期繰越収支差額（B）-（C）
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第5号議案 理事選挙 

  令和3年度理事選挙立候補者一覧 

 

    理事立候補者 5名 

                    

      ○櫻井  康則（さくらい やすのり） 

      ○中山   徹 （なかやま とおる） 

      ○時松   長美（ときまつ ながみ） 

      ○飯塚   晃子（いいづか あきこ） 

      ○三原   靖 （みはら やすし） 

 

 

 

 


