
特定非営利活動法人ブレーンヒューマニティー

事業名 事業内容 開始時期 終了時期 実施場所 従事者数 受益対象者 受益者数

高校生小規模集落ワーク
キャンプ①

高校生が小規模集落で村の
活性化に貢献するワークキャ
ンプの実施

2010年11月 2010年11月 兵庫県 5人 高校生 5人

秋季低学年対象1泊キャンプ
小学校低学年を対象とした1
泊キャンプの実施

2010年11月 2010年11月
小西農園・関
西学院千刈
キャンプ

29人 小学校低学年 38人

不登校学習サポーター養成
研修2010秋

不登校児童・生徒への学習
支援を行うサポーター養成
研修の実施

2010年11月 2010年11月
兵庫県立総
合体育館等

9人
大学生・大学院
生

18人

調理体験事業２０１０
小学生を対象とした調理体
験プログラムの実施（計２回）

2010年11月 2010年12月
関西圏内各
所

120人 小学生 120人

社会体験事業２０１０
社会施設見学や体験活動の
実施（計６回）

2010年11月 2011年2月
関西圏内各
所

180人 小学生 280人

ＮＰＯと行政の協働会議ＮＰ
Ｏ部会事務局２０１０

NPOと行政の協働会議NPO
部会事務局の運営

2010年11月 2011年3月 兵庫県 2人
県内の民間非営
利組織関係者

30人

小規模集落サポーター派遣
事業

小規模集落サポーターの派
遣の実施

2010年11月 2011年3月
兵庫県朝来
市

1人 集落住民 1人

地域再生応援事業
小規模集落における地域活
性及び交流を目的とした
ワークキャンプの実施

2010年11月 2011年3月 兵庫県 5人 高校生･大学生 10人

宮水ジュニア講座リーダー派
遣事業２０１０（西宮市教育委
員会委託事業）

西宮市内で実施される宮水
ジュニア講座の企画補助・運
営

2010年11月 2011年3月 西宮市 21人
市内の小学生･
中学生

320人

ユースステーション垂水２０１
０（神戸市委託事業）

中高生を対象とした居場所
の運営

2010年11月 2011年3月
神戸市垂水
区

30人 中学生･高校生 2000人

ユースステーション長田２０１
０（神戸市委託事業）

中高生を対象とした居場所
の運営

2010年11月 2011年3月
神戸市長田
区

10人 中学生･高校生 1000人

週末体験事業２０１０
ハイキング等の日帰りプログ
ラムの実施（計８回）

2010年11月 2011年3月
関西圏内各
所

480人 小学生 1120人

サテライト旭２０１０（大阪市委
託事業）

不登校児童等への居場所提
供事業の実施

2010年11月 2011年3月
市民交流セン
ターあさひ西

52人
不登校状態の小
学生･中学生

240人

サテライト住吉南２０１０（大阪
市委託事業）

不登校児童等への居場所提
供事業の実施

2010年11月 2011年3月
市民交流セン
ターすみよし
南

52人
不登校状態の小
学生･中学生

240人

サテライト淀川２０１０（大阪市
委託事業）

不登校児童等への居場所提
供事業の実施

2010年11月 2011年3月
市民交流セン
ターよどがわ

52人
不登校状態の小
学生･中学生

240人

子どもの貧困撲滅プロジェク
ト

生活保護世帯の子どもを対
象とした学校外教育クーポン
の提供

2010年11月 2011年10月
関西圏内各
所

15人
小学生･中学生･
高校生

11人

障害児対象イベント
障害児者対象のイベントの
実施

2010年11月 2011年10月
関西圏内各
所

4人 障害児者 200人

２０１１年度事業計画書
２０１０年１１月１日から２０１１年１０月３１日まで

１　特定非営利活動に係る事業
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事業名 事業内容 開始時期 終了時期 実施場所 従事者数 受益対象者 受益者数

ガイドヘルパー養成研修
障害児等を支援するガイド
ヘルパー養成講座の実施

2010年11月 2011年10月
関西圏内各
所

4人 大学生等 100人

私立幼稚園卒園生塾への
リーダー派遣事業

私立幼稚園の卒園生向け塾
の遠足・キャンプ等へのリー
ダー派遣

2010年11月 2011年10月 大阪市 8人 小学生 100人

駄菓子屋事業
青少年の居場所としての駄
菓子やの運営

2010年11月 2011年10月 西宮市 20人 青少年全般 8000人

家庭学習支援事業
家庭学習指導員の派遣事務
代行

2010年11月 2011年10月 当会事務所 7人
小学生･中学生･
高校生

50人

高卒認定試験対策教室
高等学校卒業程度認定試験
を合格することを目的とした
学習教室の運営

2010年11月 2011年10月 当会事務所 7人 高校未卒者 10人

個別指導教室
小中校生を対象とした個別
指導教室の運営

2010年11月 2011年10月 当会事務所 7人
小学生･中学生･
高校生

10人

自習教室事業
放課後等に子どもが宿題を
行える自習教室の運営

2010年11月 2011年10月 当会事務所 7人
小学生･中学生･
高校生

10人

習熟度別学習指導教室
小学生を対象とした習熟度
別クラスでの学習指導の実
施

2010年11月 2011年10月 当会事務所 7人 小学生 10人

発達障害の子どもへの家庭
学習支援事業

発達障害を持つ子どもを対
象とした家庭学習指導員の
派遣事務代行

2010年11月 2011年10月 当会事務所 7人
発達障害を持つ
小学生･中学生･
高校生

10人

不登校児童・生徒対象通所
型学習支援

不登校の子どもに対する通
所型学習支援の実施

2010年11月 2011年10月 当会事務所 250人
不登校状態の小
学生･中学生･高
校生

72人

不登校児童・生徒対象訪問
型学習支援

不登校の子どもに対する訪
問型学習支援の実施

2010年11月 2011年10月
関西圏内各
所

250人
不登校状態の小
学生･中学生･高
校生

300人

児童養護施設学習支援事業
児童養護施設における学習
指導の実施

2010年11月 2011年10月 西宮市 7人 中学生 5人

母子生活支援施設学習支援
事業

母子生活支援施設における
指導支援の実施

2010年11月 2011年10月 大阪市 7人 中学生 5人

補習教室
中高生を対象とした補習教
室の運営

2010年11月 2011年10月 当会事務所 7人 中学生･高校生 20人

不登校児童・生徒の会員に
対する居場所・情報提供事
業

不登校の子どもを対象とした
居場所提供や情報配信の実
施

2010年11月 2011年10月 当会事務所 250人
不登校状態の子
ども･その子ども
を持つ家庭

500人

冬季スキーツアー
小中学生を対象としたスキー
ツアーの実施

2011年1月 2011年1月
福井和泉ス
キー場

29人 小学生･中学生 30人

釜ヶ崎ワークショップ
大阪市西成区での高校生に
よるホームレス支援ワーク
ショップの実施

2011年1月 2011年1月
大阪市西成
区

5人 高校生 8人

冬季自然体験イベント
小学生を対象とした雪遊び
の日帰りプログラムの実施
（計3回）

2011年1月 2011年2月
六甲山人工ス
キー場

60人 小学生 105人

カタリバ事業
中高生対象とした大学生に
よる学校出張授業の実施

2011年1月 2011年10月
関西圏内各
所

40人 中学生･高校生 100人

大学生小規模集落ワーク
キャンプ①

大学生を対象の小規模集落
の活性化を目的としたワーク
キャンプの実施

2011年2月 2011年2月 沖縄県内 5人
大学生･大学院
生

7人

ワークキャンプ開催国開拓事
業

ワークキャンプを開催する新
規国を開拓するためのスタッ
フ研修の実施

2011年2月 2011年2月 未定 18人 当会ボランティア 18人
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事業名 事業内容 開始時期 終了時期 実施場所 従事者数 受益対象者 受益者数

スケート体験事業
スケートの日帰りプログラム
の実施（計４回）

2011年2月 2011年3月

神戸市立ポー
トアイランドス
ポーツセン
ター

125人 小学生 200人

春季全学年対象2泊キャンプ
小中学生を対象とした2泊
キャンプの実施

2011年3月 2011年3月 西宮市 24人 小学生･中学生 41人

春季低学年対象1泊キャンプ
小学校低学年を対象とした1
泊キャンプの実施

2011年3月 2011年3月 西宮市 28人 小学校低学年 40人

不登校児童等学習支援講師
継続研修

不登校・児童生徒への学習
支援を行うサポーターのスキ
ル向上のための研修の実施

2011年3月 2011年3月 西宮市 6人
大学生･大学院
生

30人

大学生マレーシアスタディー
ツアー2011春

大学生を対象としたマレーシ
アでのスタディーツアーの実
施

2011年3月 2011年3月 マレーシア 8人
大学生･大学院
生

33人

中高生マレーシアワークキャ
ンプ2011春

中高生を対象としたマレーシ
アでのワークキャンプの実施

2011年3月 2011年4月 マレーシア 8人 中学生･高校生 37人

春季デイイベント
小学生を対象とした日帰りプ
ログラムの実施

2011年4月 2011年4月 西宮市 200人 小学生 150人

ＮＰＯと行政の協働会議ＮＰ
Ｏ部会事務局２０１１

NPOと行政の協働会議NPO
部会事務局の運営

2011年4月 2011年10月 兵庫県 2人
県内の民間非営
利組織関係者

30人

ワークキャンプ情報提供事業
高校生・大学生を対象とした
ＳＮＳ等を活用したワークキャ
ンプ等の情報の提供

2011年4月 2011年10月 当会事務所 2人
高校生･大学生･
大学院生

100人

子どもスポーツ教室事業
大学生による小学生を対象
とした日常的なスポーツ教室
の実施

2011年4月 2011年10月
関西圏内各
所

10人 小学生 30人

障害児支援事業に対する支
援事業

株式会社ＹＥＶＩＳが行う障害
児支援事業に対する支援の
実施

2011年4月 2011年10月 当会事務所 3人 障害児等 15人

キッズシッター派遣事業
小学生を対象とした家庭へ
の訪問支援の実施

2011年4月 2011年10月
関西圏内各
所

20人 小学生 20人

農村センター開発事業
大学生を対象とした休眠地
の開発及びそこでのイベント
の実施

2011年4月 2011年10月
兵庫県三田
市

5人 大学生 20人

宮水ジュニア講座リーダー派
遣事業２０１1（西宮市教育委
員会委託事業）

西宮市内で実施される宮水
ジュニア講座の企画補助・運
営

2011年4月 2011年10月 西宮市 21人
市内の小学生･
中学生

320人

ユースステーション垂水２０１
1（神戸市委託事業）

中高生を対象とした居場所
の運営

2011年4月 2011年10月
神戸市垂水
区

30人 中学生･高校生 2500人

ユースステーション長田２０１
1（神戸市委託事業）

中高生を対象とした居場所
の運営

2011年4月 2011年10月
神戸市長田
区

10人 中学生･高校生 1400人

海外NGO起業家支援事業
海外でのNGO設立を検討し
ている起業家に対する助成
金の支給

2011年4月 2011年10月 当会事務所 6人 起業家 2人

サテライト旭２０１０（大阪市委
託事業）

不登校児童等への居場所提
供事業の実施

2011年4月 2011年10月
市民交流セン
ターあさひ西

52人
不登校状態の小
学生･中学生

240人

サテライト住吉南２０１０（大阪
市委託事業）

不登校児童等への居場所提
供事業の実施

2011年4月 2011年10月
市民交流セン
ターすみよし
南

52人
不登校状態の小
学生･中学生

240人

サテライト淀川２０１０（大阪市
委託事業）

不登校児童等への居場所提
供事業の実施

2011年4月 2011年10月
市民交流セン
ターよどがわ

52人
不登校状態の小
学生･中学生

240人

不登校児童・生徒対象訪問
型レクリエーション活動

不登校の子どもに対する訪
問型レクリエーション活動の
実施

2011年4月 2011年10月
関西圏内各
所

250人
不登校状態の小
学生･中学生･高
校生

70人
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事業名 事業内容 開始時期 終了時期 実施場所 従事者数 受益対象者 受益者数

不登校児童・生徒を持つ保
護者対象日帰りプログラム

不登校の子どもを持つ保護
者と専門家、支援活動を行う
学生の交流会の実施

2011年4月 2011年11月
関西圏内各
所

20人

不登校の子ども
を持つ保護者･
大学生･大学院
生

20人

5月全学年対象1泊キャンプ
小中学生を対象とした1泊
キャンプの実施

2011年5月 2011年5月 西宮市 28人 小学生･中学生 40人

春季国際交流キャンプ
中高生を対象とした留学生と
の交流キャンプの実施

2011年5月 2011年5月 兵庫県 15人 中学生･高校生 30人

不登校学習サポーター養成
研修2011春

不登校児童・生徒への学習
支援を行うサポーター養成
研修の実施

2011年5月 2011年5月 兵庫県 12人
大学生･大学院
生

36人

週末体験事業２０１１
ハイキング等の日帰りプログ
ラムの実施（計10回）

2011年5月 2011年10月
関西圏内各
所

200人 小学生 350人

調理体験事業２０１１
小学生を対象とした調理体
験プログラムの実施（計10
回）

2011年5月 2011年10月
関西圏内各
所

75人 小学生 75人

社会体験事業２０１１
社会施設見学や体験活動の
実施（計10回）

2011年5月 2011年10月
関西圏内各
所

600人 小学生 1400人

6月全学年対象1泊キャンプ
小中学生を対象とした1泊
キャンプの実施

2011年6月 2011年6月 兵庫県 27人 小学生･中学生 38人

6月低学年対象1泊キャンプ
小学校低学年を対象とした1
泊キャンプの実施

2011年6月 2011年6月 西宮市 24人 小学校低学年 31人

中高生居場所事業
中高生を対象とした居場所
の新規施設の運営

2011年6月 2011年10月 神戸市 10人 中学生･高校生 400人

7月全学年ファームキャンプ
小中学生を対象とした1泊牧
場体験キャンプの実施

2011年7月 2011年7月 未定 12人 小学生･中学生 10人

勉強会合宿2011
不登校児童・生徒等への学
習指導方法等に関する研修
の実施

2011年7月 2011年7月
関西近辺施
設

6人
大学生･大学院
生

21人

不登校児童・生徒対象１泊
旅行

不登校の子どもを対象とした
１泊２日旅行の実施

2011年7月 2011年7月
関西近辺施
設

7人
不登校状態の小
学生･中学生･高
校生

5人

中高生マレーシアワークキャ
ンプ2011夏①

中高生を対象としたマレーシ
アでのワークキャンプの実施

2011年7月 2011年8月 マレーシア 8人 中学生･高校生 25人

夏季いえしまキャンプ
小中学生を対象とした自然
体験キャンプの実施

2011年8月 2011年8月 兵庫県 28人 小学生･中学生 51人

夏季岩美キャンプ
小中学生を対象とした自然
体験キャンプの実施

2011年8月 2011年8月
NPO岩美自
然学校

16人 小学生･中学生 20人

夏季熊野5泊キャンプ
小学生を対象とした自然体
験キャンプの実施

2011年8月 2011年8月
三重県立熊
野少年自然の
家

22人 小学生 35人

夏季全学年対象1泊キャンプ
小中学生を対象とした1泊
キャンプの実施

2011年8月 2011年8月 兵庫県 33人 小学生･中学生 50人

夏季全学年対象3泊キャンプ
小中学生を対象とした3泊
キャンプの実施

2011年8月 2011年8月 兵庫県 37人 小学生･中学生 70人

夏季低学年対象1泊キャンプ
小学校低学年を対象とした1
泊キャンプの実施

2011年8月 2011年8月 兵庫県 40人 小学校低学年 61人

夏季低学年対象2泊キャンプ
小学校低学年を対象とした2
泊キャンプの実施

2011年8月 2011年8月 兵庫県 29人 小学校低学年 41人
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事業名 事業内容 開始時期 終了時期 実施場所 従事者数 受益対象者 受益者数

高校生小規模集落ワーク
キャンプ②

高校生が小規模集落で村の
活性化に貢献するワークキャ
ンプの実施

2011年8月 2011年8月 兵庫県 7人 高校生 12人

チャレンジング・デイズ
小中学生を対象とした兵庫
県自転車縦断キャンプの実
施

2011年8月 2011年8月 兵庫県 4人 小学生･中学生 15人

中高生マレーシアワークキャ
ンプ2011夏②

中高生を対象としたマレーシ
アでのワークキャンプの実施

2011年8月 2011年8月 マレーシア 8人 中学生･高校生 25人

勉強会合宿
小中学生を対象とした勉強
合宿の実施

2011年8月 2011年8月 西宮市 18人 小学生･中学生 25人

不登校児童・生徒対象国内
ワークキャンプ2011

不登校の子どもを対象とした
国内ワークキャンプの実施

2011年8月 2011年8月
関西近辺施
設

7人
不登校状態の小
学生･中学生･高
校生

5人

1日自由研究
夏休みの自由研究をテーマ
とした日帰りプログラムの実
施

2011年8月 2011年8月 西宮市 60人 小学生 135人

高校生フィリピンワークキャン
プ2011夏

高校生を対象としたフィリピ
ンでのワークキャンプの実施

2011年8月 2011年8月 フィリピン 8人 高校生 15人

全学年対象気象学習事業
小学生を対象とした3回連続
の気象学習プログラムの実
施（計３回）

2011年8月 2011年10月
関西圏内各
所

20人 小学生 14人

不登校生徒対象富士登山
2011

不登校生徒を対象とした富
士登山イベントの実施

2011年8月 2011年8月 静岡県内 10人
不登校状態の中
学生･高校生

10人

中高生作文コンクール事業
中高生による海外やボラン
ティアをテーマとした作文コ
ンクールの実施

2011年8月 2011年10月 当会事務所 6人 中学生･高校生 6人

高校生小規模集落ワーク
キャンプ③

高校生が小規模集落で村の
活性化に貢献するワークキャ
ンプの実施

2011年8月 2011年10月 兵庫県 7人 高校生 25人

9月全学年対象1泊キャンプ
小中学生を対象としたつり体
験キャンプの実施

2011年9月 2011年9月 未定 26人 小学生･中学生 40人

ＨＣＬ研修
大学生を対象とした対人コ
ミュニケーションに関する研
修の実施

2011年9月 2011年9月 六甲山YMCA 8人
大学生･大学院
生

20人

大学生小規模集落ワーク
キャンプ②

大学生が小規模集落で村の
活性化に貢献するワークキャ
ンプの実施

2011年9月 2011年9月 兵庫県 5人
大学生･大学院
生

7人

大学生国際スタディーツアー
2011夏

大学生を対象とした新規国
でのスタディーツアーの実施

2011年9月 2011年9月 未定 8人
大学生･大学院
生

14人

大学生マレーシアスタディー
ツアー2011夏

大学生を対象としたマレーシ
アでのスタディーツアーの実
施

2011年9月 2011年9月 マレーシア 8人
大学生･大学院
生

33人

敬老の日記念事業
小学生を対象の敬老の日を
テーマとした芸術創作プログ
ラムの実施

2011年9月 2011年9月
関西圏内各
所

18人 小学生 20人

不登校児童対象登山2011
不登校児童を対象とした登
山イベントの実施

2011年9月 2011年9月
関西近辺施
設

6人
不登校状態の小
学生

6人

農業体験事業
小学生を対象とした3回連続
の農業体験プログラムの実
施（計３回）

2011年9月 2011年10月
関西圏内各
所

15人 小学生 30人

10月低学年対象1泊キャンプ
小学校低学年を対象とした1
泊キャンプの実施

2011年10月 2011年10月 兵庫県 28人 小学校低学年 35人

親子食育事業
小学生及びその保護者を対
象とした調理及び食育プログ
ラムの実施

2011年10月 2011年10月
関西圏内各
所

25人
小学生及びその
保護者

10人
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不登校児童・生徒対象２泊
旅行

不登校の子どもを対象とした
２泊３日旅行の実施

2011年10月 2011年10月 未定 8人
不登校状態の小
学生･中学生･高
校生

5人

秋季国際交流キャンプ
中高生を対象とした留学生と
の交流キャンプの実施

2011年10月 2011年10月 兵庫県 15人 中学生･高校生 30人

会員への情報提供事業
会員となった顧客に対してイ
ベント情報等の提供の実施

2010年11月 2011年10月 当会事務所 2人 一般 800人
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