
令和３年度 事業報告書 



大東市青少年協会は、昭和 45 年 12 月設立以来、主として社会教育事業を行い、野外活動における体験活動

を通して、青少年の人間形成と地域社会の発展に寄与することを目的に取り組んで参りました。 

令和 3年度については 

（１）50 周年記念式典の開催

（２）指定管理施設運営

（３）リーダー養成

（４）財政基盤の確立

以上の 4点を事業方針として取り組みました。

□総務関係事項

（１）会議の開催状況

・通常総会

令和 3年 5月 30 日（日） 書面決議 

・理事会

第１回 令和 3年  5 月 20 日（木）  書面決議 

第２回 令和 3年 10 月 16 日（土） 於 大東市立生涯学習センターアクロス 

第３回 令和 4年  3 月 27 日（日）  於 大東市立生涯学習センターアクロス 

（２）会員の状況

・正会員 168 名（協会員 125 名 ボランティアリーダー 17 名 シニアリーダー 26 名）

・サポート会員 168 名

（３）規定類の整備状況

・特になし

（４）事務局職員のキャリアアップ・スキルアップのための研修等実施（参加）状況

・プロジェクトアドベンチャー指導養成 ベーシックテクニカルスキルズ（BTS)講習会 1 名

・令和 3年度 児童厚生員等基礎研修会 １名

・キャンプ運営の基礎知識研修 6名 

・居場所運営の基礎知識研修 6名 

・考えようスマホとのつきあい方 1 名

・戦略的クラウドファンディング講座 Vol.13 1 名

・プロジェクトアドベンチャー指導者養成 アドベンチャープログラミング（AP)講習会  2 名 

・マイクロソフト非営利団体向け寄贈プログラムの重要な変更についての説明ウェビナー  １名 

・全国青少年相談研修会 1 名

・2021 年度リスクマネージメントセミナー リスクマネージメントディレクター養成講習会 １名

・社会教育施設の学び合い講座 SDGｓどう取り組むべきか １名

・プロジェクトアドベンチャー指導者養成 アドバンスドテクニカルスキルズ（ATS)講習会 1 名

・今から学べる！ESD・SDGｓ×青少年教育 1 名

・消費税インボイス制度説明会 １名

・居場所作りの基礎知識 ６名×２日



□事業関係事項

(1) 青少年体験活動推進事業

事業内容 実 施 実施場所 対 象 

アウトドアスクール 4月×2 7月×6 

1月×4  2月×3 

3月×3 

全18回 

•大東市立

野外活動センター

大東市内・外 

小・中学生 

校区こども会 7月 12月 

全2回 

•大東市立

野外活動センター

住道北小学校 

小学生 

こども居場所作り事業 ほうかごBase Camp 

全14回 

•総合文化センター

サーティホール

大東市内・外 

小・中学生・ 

高校生 

おまかせキャンプ 7月から  夏季期間 

全4回 

•大東市立

野外活動センター

幼児～大人 

クリスマス派遣 12月の2日程 

全4回  

•大東市立

野外活動センター

•各こども会及び

団体の指定場所

(主に公民館・学校

体育館等)

幼児～中学生 



( 2 ) 青少年を健全育成するための指導者の養成に関する事業 

事業内容 実 施 実施場所 対 象 

大東市こども会 

ジュニアリーダー講習会 

7月 11月×2 3月 

全4回 

•大東市立

野外活動センター

大東市内 

在住の 

小学5年生 

大東アドベンチャークラブ 4月×2 7月 10月 

11月  12月  1月 

2月 3月 

全9回 

•大東市立

野外活動センター

大東市内・外 

小学6年生 

～中学生 

リーダー育成 4月×4  5月×1 

6月×3  7月×2 

9月   10月  

11月      1月 

全14回 

•大東市立

野外活動センター

•大東市立

生涯学習センター

•オンライン 

大東市内・外 

高校生 

大学生 

専門学生 

社会人 

(3) 社会教育施設の管理運営事業

施 設 名 利 用 人 数 備 考 

大東市立野外活動センター 

10,736人 

青少年ルーム 

3,573人 

(4)① その他、目的を達成するために必要な事業

事業内容 実 施 実施場所 対 象 

おとなファミリー部  民具×米作り  3回 

味 噌 作 り 1回 

家族で防災キャンプ 1回  

大東市立 

野外活動センター 

大東市内・外 

大人 

家族 



(4)②  その他、広報関連・広報・連携協調事業

◆体験活動実践研究

・リーダー養成研修プログラム開発、提供

・コロナ禍での学校単位プログラム開発、提供

・大東市立野外活動センター利用促進プログラムの開発

・大東市立野外活動センター利用者アンケート実施/年間

◆広報活動

・市主催事業 〇大東市こども会ジュニアリーダー講習会 開講のお知らせ 1,600部 

〇大東アドベンチャークラブ入会のお知らせ         1,600部 

・開催事業チラシ 〇2021 年『わくわく号』 9,000部 

〇キャンピィパスポート 2021   3,000部 

〇キャンピｨだいとう販促チラシ  1,000部 

〇住北小校区子ども会募集チラシ  500部 

〇ODS１dayキャンプ      3,000部 

〇アウトドアスクール春季チラシ  2,500部 

〇下半期『わくわく号』チラシ  1,000部 

〇下半期『わくわく号（改）』チラシ  7,000部 

〇冬季山でリフレッシュ１dayキャンプ  2,000部 

〇リーダー募集チラシ  10,000部 

○リーダー研修チラシ  50部 

○ほうかご base camp 1,000部 

・寄付金チラシ ○寄付金募集チラシ  5,000部 

○報告チラシ  1,000部 

・ホームページ、SNS による情報発信

◆会報の発行

・やまびこ通信     No.353号～No.364号   600部/月 × 12ヵ月 

・WAKABA 通信   No.308号～No.311号    20 部/月 × ４ヵ月  

◆派遣団体

・大東市こども会育成連絡協議会 事務局派遣

・大東市社会教育連絡協議会 事務局派遣

・明るい選挙推進協議会 派遣

・市民まつり委員会 広報班派遣

・市民憲章委員 派遣

・文化協会自主事業実行委員会 委員派遣

・社会教育委員 派遣

・大阪府キャンプ協会 派遣

・一社）大東青年会議所



◆以下の団体の活動に賛助しています。

・大東市教育委員会

・大東市こども会育成連絡協議会

・一般財団法人大阪府こども会育成連合会

・大東市社会教育関係団体連絡協議会

・一社）大東青年会議所

(4)②  ミーティング一覧

事 業 名 回 数 延べ参加人数 

シニアリーダー（SL）ミーティング 29 

(11) 

270 

(96) 

ボランティアリーダー（VL）会 53 

(24) 

357 

(194) 

大東アドベンチャークラブ（DAC） 27 

(18) 

114 

(73) 

アウトドアスクール（ODS） 12 65 

キャンプスクール 2 6 

採火式キャンプ 1 2 

クリスマス派遣 4 15 

大東市こども会ジュニアリーダー講習会（JL） 13 

(8) 

57 

(37) 

リーダー研修 36 

(32) 

191 

(173) 

住北小校区こども会 3 9 

大人事業 2 5 

ほうかご Base Camp 2 6 

おまかせキャンプ 4 12 

役員会議 9 

(2) 

114 

(14) 

職員ミーティング 39 139 

合 計 

※（  ）内は実数内オンラインの回数 

141 

（95） 

1,362 

(587) 




