
特定非営利活動法人ブレーンヒューマニティー

１　事業の成果

開始日 終了日

青少年に対する総合的な学習
支援事業

学力不振の生徒に対する
補習教室の設置及び運営

4月1日 10月31日 当会事務局 15人
中学生・高校
生

44人 1,510

家庭学習支援の実施 4月1日 10月31日 当会事務所 3人 小・中学生 50人 13

不登校の子どもを対象とし
た訪問学習支援の実施

4月1日 10月31日 関西圏 16人
不登校児童･
生徒

26人 566

「兵庫よさこい2002」の企画
及び運営

7月27日 7月27日 兵庫県明石市内 60人 一般市民 27000人 0

「神戸よさこい」の企画及び
運営

9月14日 9月16日
神戸市垂水区、
ハーバーランド

150人 一般市民 50000人 6,353

アメリカ合衆国における住
居建設ワークキャンプの企
画及び運営

8月6日 8月19日
アメリカ合衆国
ニューメキシコ州
サンタフェ

5人 高校生 9人 2,117

フィリピン共和国における
住居建設ワークキャンプの
企画及び運営

8月20日 8月30日
フィリピン共和国
内

8人 高校生 20人 4,637

野外キャンプ「スプリング！
発創生活2002」の企画及
び運営

3月30日 4月1日
関西学院千刈
キャンプ

25人 小・中学生 30人 556

子どもたちの放課後・週末
活動促進事業の実施

6月1日 10月31日 阪神地域各所 40人 児童 400人 55

連続週末野外企画「サタ
デープロジェクト」の企画及
び運営

6月15日 10月19日
甲山ピクニックセ
ンター他

209人 小学生 351人 288

野外企画「いくでぇ～そうめ
ん竹箸キャッチ！？」の企
画及び運営

7月7日 7月7日 奈良県内 25人
不登校児童･
生徒

0人 4

野外キャンプ「ポレポレフェ
スタ2002」の企画及び運営

8月7日 8月9日 兵庫県内 21人
不登校児童･
生徒

6人 297

野外キャンプ「のびのびサ
マ～キャンプ2002」の企画
及び運営

8月21日 8月24日
関西学院千刈
キャンプ

43人 小・中学生 56人 1,316

野外キャンプ「泥んこ！千
刈アドベンチャー2002」の
企画及び運営

8月26日 8月31日
関西学院千刈
キャンプ

10人 小・中学生 5人 275

野外企画「太陽の下で秋を
かじろう」の企画及び運営

9月23日 9月23日 京都府内 9人
不登校児童･
生徒

4人 6

スノーボード企画「神戸チ
ルプログラム」の企画及び
運営

前年度実施 前年度実施 0

２００２年度事業報告書

事　業　名 事業内容 実施場所
従事者
の人数

受益対象者の
範囲

受益者の人
数

青少年に対する文化学習支援
事業

青少年の国際交流に係る企画
立案事業

青少年に対するスポーツレクリ
エーション事業

青少年に対する家庭学習支援
事業

２　事業の実施に関する事項
　　（１）特定非営利活動に係る事業

支出額
（千円）

実施日

　昨年度まで急速な事業展開を行ってきた当法人であったが、今年度は新しい分野への事業展開を控え、既存事業の拡充に努め
てきた。その結果、よさこいまつりの企画運営や海外ワークキャンプ等においては、新しい拠点での実施を行うことができた。また、
学校週５日制の完全実施にともない、当法人においても子どもたちの週末活動の充実に注力してきた。その結果、レクリエーション
事業において、かなりの数の子どもたちの参加を得るに至っている。
　今年度は、事業年度の変更にともない７ヶ月という変則的な期間ではあったが、社会情勢の変化に柔軟に即した事業遂行が行わ
れたと思われる。
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野外キャンプ「七夕フェス
ティバル」の企画及び運営

中止 中止
関西学院千刈
キャンプ

20人 小学生 0人 39

野外企画「春満載!!遊　in
かぶとやま」の企画及び運
営

中止 中止 甲山森林公園 46人 小・中学生 56人 16

野外キャンプ「ポレポレキャ
ンプ2002」の企画及び運営

中止 中止 兵庫県内 30人
不登校児童･
生徒

0人 0

野外キャンプ「はじめての
キャンプ」の企画及び運営

翌年度実施 翌年度実施 38

青少年等のコンピューターネッ
トワーク構築事業

IT技能講習の実施 前年度実施 前年度実施 126

不登校児童等への学習指
導要員の養成研修の実施

4月27日 4月29日 兵庫県内 12人 大学生 46人 652

大学生ボランティアリー
ダー養成講座の企画及び
運営

5月1日 6月1日
大阪府岬町
大阪府青少年海
洋センター

15人 大学生 40人 50

Grant Writing 講座の企画
及び運営

7月8日 7月11日
ブレーンヒューマ
ニティー
事務局内

2人
大学生・社会
人

17人 1

Human Communication
Laboratry

9月2日 9月5日
六甲YMCA研修
センター

6人
大学生・社会
人

17人 475

不登校に関する講演会の
企画及び運営

10月17日 10月31日 関西圏 23人
不登校児童･
生徒をもつ保
護者

21人 136

総合的な学習に関する
フォーラムの実施

10月27日 10月27日
大学交流セン
ター

8人 一般市民 40人 86

不登校に関する講演会の
企画及び運営

前年度実施 前年度実施 12

不登校の子どもを持つ保
護者のためのﾋﾟｱｶｳﾝｾﾗｰ
養成研修の実施

前年度実施 前年度実施 210

その他第３条の目的を達成す
るために必要な事業及び前各
号の事業に附帯する事業

ＮＰＯと行政の協働会議Ｎ
ＰＯ部会事務局の運営

4月1日 10月31日 県内各所 2人
県内の民間非
営利組織関係
者

30人 201

青少年に関わる人材育成の事
業

青少年に対する青少年等の活
動に係る相談及び支援の事業

青少年に対するスポーツレクリ
エーション事業

注記：
※上記事業報告中、前年度実施事業及び翌年度実施予定事業が含まれているが、これは予算の執行が本年度に及んでいるた
め、決算書との整合性を保つためのものである。
※上記事業報告中、中止された事業が含まれているが、これは予算の執行を伴ったため、決算書との整合性を保つためのものであ
る。
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