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次 第 

１、開会の言葉（須摩修一） 

２、理事長挨拶（齋藤実） 

３、議長選任 

４、定足数確認（事務局） 

５、議事録署名人選出（事務局） 

６、議事 

 第１号議案 役員改選 

 第２号議案 令和 3年度事業報告 

 第３号議案 令和 3年度会計報告 

 第４号議案 令和 3年度監査報告 

 第５号議案 令和 4年度事業計画（案） 

 第６号議案 令和４年度予算（案） 

 その他 

７、その他 

８、閉会の言葉（箱﨑亮三） 
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１ 事業の成果 

 今年度、当法人の目的を達成するため、市内外において、主に親子を対象にし

た自然科学・農業食育・環境保護・歴史文化等の体験教育活動を数多く実施した。

今年度の顕著な成果として、 

（１）南相馬市内外での出前授業を数多く実施したこと（図１、２） 

（２）YouTube による情報発信を続けていること（図３） 

（３）地域教育を考える勉強会「幸せをつくる教育」を開催したこと（図４） 

（４）新たな活動指針「幸せをつくる教育」を定めることが出来たこと（図５） 

ことなどが挙げられる。当法人の活動への理解が広がるとともに、活動の幅が広

がりつつあり、当法人が目標としている「地域資源を活かした新しい学校」「地

域教育学会」「教育プログラム研究開発ベンチャー」などの実現に大きく近づい

てきていると考えている。 
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２、令和 3年度事業報告 

（１）特定非営利活動に係る事業 

 

事 業 名 事業内容 実施⽇ タイトル 実施場所
従事者
の⼈数

受益対象者の
範囲及び⼈数

⽀出額
（千円）

9⽉18⽇ 親⼦科学実験教室「でんぷんってなんだろう？」 朝⽇振興センター

10⽉24⽇ 親⼦農業⾷育教室「稲刈りをやってみよう！」 サイエンスラボの⽥んぼ

10⽉30⽇ 親⼦農業⾷育教室「⾜踏み脱穀をやってみよう！」 サイエンスラボの畑

11⽉7⽇ 親⼦農業⾷育教室「⼲し柿を作ろう！」 南相⾺サイエンスラボ

11⽉27⽇ 親⼦科学実験教室「⾎液ってなんだろう？」 川崎市教育⽂化会館

11⽉28⽇ 親⼦科学実験教室「お⽶ってなんだろう？」 スタイルイン川崎スワロー

12⽉5⽇ 親⼦農業⾷育教室「お味噌を作ろう！」 南相⾺サイエンスラボ

12⽉25⽇ 親⼦科学実験教室「お⽶ってなんだろう？」 ニヶ領せせらぎ館

12⽉25⽇ 親⼦科学実験教室「⾎液ってなんだろう？」 ニヶ領せせらぎ館

12⽉26⽇ 親⼦科学実験教室「はちみつってなんだろう？」 新川崎タウンカフェ

1⽉8⽇ 親⼦歴史⽂化たんけん教室「報徳仕法ってなんだろう？」 ⼤磯妙輪寺

2⽉13⽇ 地域教育を考える勉強会「幸せをつくる教育」 ホテルラフィーヌ

3⽉1⽇ 幸せをつくる教育(CWAVE） CWAVEスタジオ

3⽉4⽇ でんぷんってなんだろう？ ⾵早南部⼩学校

4⽉18⽇ 親⼦農業⾷育教室「種まきをやってみよう！」 サイエンスラボの畑

5⽉9⽇ 親⼦農業⾷育教室「⼤⾖の種まき」 サイエンスラボの⽥んぼ

5⽉23⽇ 親⼦農業⾷育教室「夏野菜の定植」 サイエンスラボの畑

5⽉30⽇ 親⼦農業⾷育教室「代かきをやってみよう！」 サイエンスラボの⽥んぼ

5⽉16⽇ 親⼦健康医療衛⽣教室「⾎液ってなんだろう？」 ゆらっと

7⽉4⽇ 親⼦健康医療衛⽣教室「⽯けんってなんだろう？」 ゆらっと

10⽉31⽇ 親⼦健康医療衛⽣教室「運動ってなんだろう？」 ゆらっと

12⽉12⽇ 親⼦健康医療衛⽣教室「お⾵呂ってなんだろう？」 ゆらっと

9⽉12⽇ 親⼦農業⾷育教室「枝⾖の収穫」 サイエンスラボの畑

10⽉31⽇ お野菜クイズ「摘芯ってなんだろう？」 スポーツアリーナそうま

11⽉13⽇ 親⼦科学実験教室「放射線ってなんだろう？ ロボットテストフィールド

6⽉6⽇ 親⼦農業⾷育教室「⽥植えをやってみよう！」 サイエンスラボの⽥んぼ

6⽉13⽇ 親⼦農業⾷育教室「さつまいもの苗植え」 サイエンスラボの畑

8⽉7⽇ 親⼦農業⾷育教室「夏野菜カレーをつくろう！」 サイエンスラボの畑

8⽉29⽇ 親⼦歴史⽂化たんけん教室「⽻根⽥カンポス彗星ってなんだろう？ 抱⽉荘

7⽉31⽇ ⾎液ってなんだろう？ みどりアートパーク

7⽉31⽇ はちみつってなんだろう？ みどりアートパーク

8⽉26⽇ 報徳仕法ってなんだろう？ ⽯神⽣涯学習センター

10⽉7⽇ 稲刈りをやってみよう！ ⼤甕幼稚園

10⽉8⽇ 報徳仕法ってなんだろう？ ⽯神中学校

10⽉13⽇ 成⼈⼤学「⾎液ってなんだろう？」 サンライフ

10⽉18⽇ サンライフさわやか学級「報徳仕法ってなんだろう？」 労働福祉会館

11⽉5⽇ 報徳仕法移動研修 ⼤甕⽣涯学習センター

11⽉9⽇ 脱穀をやってみよう！ ⼤甕幼稚園

11⽉12⽇ おにぎりをつくろう！ ⼤甕幼稚園

11⽉16⽇ お⾖腐をつくろう！ ⽯神第⼆⼩学校

12⽉9⽇ お餅つき ⼩⾼⼩学校

12⽉16⽇ 報徳仕法ってなんだろう？ ⼤甕⼩学校

12⽉20⽇ 報徳仕法ってなんだろう？ ⽯神第⼀⼩学校

1⽉18⽇ 報徳仕法ってなんだろう？ ⽯神第⼆⼩学校

③ この法⼈の⽬的に合致する個⼈・
団体に対する会議室・物品・器材の
貸出事業

器材等の貸し出し 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし

④ この法⼈の⽬的に合致する物品の
企画・計画・製作・販売に関する事業

物品の企画や試作 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし

⑤ この法⼈の⽬的に合致する施設の
受託管理事業

施設の管理 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし

⑥ その他、この法⼈の⽬的達成のために
必要な事業

その他 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし

346

766

② ⾃然科学・農業・⾷育・環境保護・歴
史⽂化等の指導・教育受託事業

各種団体、教育機関等の依頼を受けて実施する
出前授業

３⼈
開催場所の
親⼦３９０名

263

親⼦を対象とした体験教育活動（⾃主事業） ３⼈ 131⼈

2,141

⾵評払拭を⽬的とした県内外での体験交流活動
と各⾃治体の知⾒を取り⼊れて被災地のこの先
の未来の姿を創造する地域教育を考える勉強会
（令和３年度ふるさと・きずな維持・再⽣⽀援
事業：福島県）

３⼈
事業実施場所の
親⼦４０５⼈

① ⾃然科学・農業・⾷育・環境保護・歴
史⽂化の調査・研究・開発・教育・提⾔・
⼈材育成・普及啓発、及び交流を図る事業

親⼦健康医療衛⽣教室（⼦育て応援基⾦助成
⾦：南相⾺市）

３⼈
南相⾺市の
親⼦８０⼈

親⼦農業⾷育教室「⽥植えをやってみよう！」
（東⽇本復興⽀援事業：中⽇新聞社会事業団）

３⼈
南相⾺市の
親⼦１１０⼈

300

ふるさとの農林漁業体験⽀援事業（福島県農産
物流通課）

３⼈
南相⾺市の親⼦

６８⼈
166
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（２）事業の様子 

 

図１ 南相馬市内での主な活動例 

 

 

図２ 主な出前授業、勉強会など 

  

じゃがいも

田植え

稲刈り

種まき

石けん

おにぎり（大甕幼）

羽根田カンポス彗星

血液

お豆腐（石二小）

野菜苗

枝豆（ピザ）

おもち（小高小）

９月でんぷん（只見）７月血液（横浜） ７月はつみつ（横浜） 11月血液（川崎）

11月お米（川崎） 1２月お米（川崎） 1２月血液（川崎） 1２月はちみつ（川崎）

1２月報徳（大磯） ３月幸せ（東京）2月幸せ（南相馬） 3月でんぷん（柏）
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図３ YouTube チャンネル 

 

 

図４ 第５回地域教育を考える勉強会「幸せをつくる教育」 

佐藤映子（川崎） 仲丸和宏（只見）

湯浅浩（小田原）

第５回地域教育を考える勉強会
（幸せをつくる教育）
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図５ 活動指針「幸せをつくる教育」の概念図 

 

  

幸せをつくる教育
①地域資源を活かした

新しい学校
②地域教育学会

設立
③教育プログラム
研究開発ベンチャー

地域学校
恊働活動

首都圏との
交流事業

学校現場での
出前授業

教育プログラム
開発

南相馬市地域学校
恊働本部
運営委員会

（令和4年度開始）

地域と学校が恊働して
こどもたちの教育を行う

あ！そっか！へー！
なるほど！分かった！を
どうやってつくるか

学ぶことの喜び
理解することの幸せ
「幸せをつくる教育」
への理解者を増やす

学校では教えることが
難しいこと

報徳仕法、豆腐づくり
ご飯炊きなど

専門家とコラボ

学校現場の先生が
抱えている問題を
協力して解決

分かりやすい
教え方

身近なものを
対象とした

教育プログラム
開発
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３、令和 3年度会計報告 

（１）財産目録 

 

 

 

  

特定非営利活動法人南相馬サイエンスラボ

（単位：円）

科目 金額

Ⅰ 資産の部

　　　１．流動資産

　　　　　現金預金

　　　　　　手元現金 1,169,165
　　　　　未収金

　　　　　　ふるさと・きずな維持・再生支援事業未収金 589,600
　　　　　流動資産合計 1,758,765
　　　２．固定資産

　　　　　　固定資産 0
　　　　　　固定資産合計 0
　　　資産合計 1,758,765
Ⅱ 負債の部

　　　１．流動負債

　　　　　役員借入金 880,200
　　　　　短期借入金 0
　　　　　流動負債合計 880,200
　　　２．固定負債

　　　　　固定負債 0
　　　　　固定負債合計 0
　　　負債合計 880,200
　　　正味財産 878,565

令和３年度　財産目録
　　　　　　令和４年３月３１日現在
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（２）活動計算書 

 

特定非営利活動法人南相馬サイエンスラボ
（単位：円）

科目 金額

Ⅰ 経常収益

　　　１．受取会費

　　　　正会員受取会費 120,000
　　　　賛助会員受取会費 66,000 186,000
　　　２．受取寄付金

　　　　受取寄付金 75,843 75,843
　　　３．受取助成金等

　　　　受取助成金 2,372,302
　　　　未収助成金 2,372,302
　　　４．事業収益

　　　　①自然科学・農業・食育・環境保護・歴史文化の調査・研究・開発・教育
　　　　　提言・人材育成・普及啓発、及び交流を図る事業 91,000
　　　　②自然科学・農業・食育・環境保護・歴史文化等の指導・教育受託事業 256,513
　　　　③この法人の目的に合致する個人・団体に対する会議室・物品
          機材の貸し出し事業 0
　　　　④この法人の目的に合致する物品の企画・計画・製作・販売に関する事業 0
　　　　⑤この法人の目的に合致する施設の受託管理事業 0
　　　　⑥その他、この法人の目的達成のために必要な事業 0 347,513
　　　５．その他収益

　　　　受取利息 26
　　　　雑収益 30,293 30,319
　　　経常収益計 3,011,977

Ⅱ経常費用

　　１．事業費

　　　　（１）人件費

              給料手当 1,363,805
              人件費計 1,363,805

        （２）その他経費

              諸謝金 538,100
              消耗品費 285,618
              旅費交通費 381,230
              通信運搬費 19,999
              燃料費 21,795
              食糧費 105,003
              委託費 87,500
              印刷製本費 262,070
              使用料 141,610
              広告料 128,128
　　　　　　　雑費

              その他経費計 1,971,053

        事業費計 3,334,858
    ２．管理費

        （１）人件費 949,300
              役員報酬 0
              人件費計 949,300
        （２）その他経費

              消耗品費 203,416
              通信運搬費 31,300
              旅費交通費 19,530
              車両費

              修繕費 2,134
              諸会費 10,000
              預かり保証金

              支払手数料 220
              印刷製本費 5,610
              租税公課 1,050
              雑費 37,157
              保険料 16,985
              燃料費 45,068
              謝金 21,000
              接待交際費 9,434
              新聞図書費 6,000
              施設利用料 36,300
              業務委託費 10,200
              その他経費計 455,404

       管理費計 1,404,704

   経常費用計 4,739,562
           当期正味財産増減額 ▲ 1,727,585
           前期繰越正味財産額 2,606,150
           次期繰越正味財産額 878,565

令和３年４月1日から令和４年３月３１日まで
令和３年度　活動計算書
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（３）貸借対照表 

 

 

 

図６ 令和 3年度収支 

令和 3年度は福島県のきずな事業前期が不採択となり、単年度決算としては

大幅な赤字だったが、令和 2年度に入っていた持続化給付金（２００万円）を

費用に充て、事業は当初の計画通り実施した。 

特定非営利活動法人南相馬サイエンスラボ

（単位：円）

科目 金額

Ⅰ 資産の部

　　　１．流動資産

　　　　　現金預金 1,169,165

　　　　　未収助成金 589,600

　　　　　流動資産合計 1,758,765

　　　２．固定資産

　　　　　固定資産 0

　　　　　固定資産合計 0

　　　資産合計 1,758,765

Ⅱ 負債の部

　　　１．流動負債

　　　　　役員借入金 880,200
　　　　　短期借入金 0

　　　　　流動負債合計 880,200

　　　２．固定負債

　　　　　固定負債 0

　　　　　固定負債合計 0

　　　負債合計 880,200

Ⅲ　正味財産の部

　　　　前期繰越正味財産 2,606,150

　　　　当期正味財産増減額 ▲ 1,727,585

　　正味財産合計 878,565

　　負債及び正味財産合計 1,758,765

令和３年度　貸借対照表
　　　　　　令和４年３月３１日現在

総額：3,011,977円 総額：4,739,562円

▲1,727,585円（福島県の助成金が前期不採択）
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４、令和 3年度監査報告 
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５、令和 4年度事業計画案 

 令和 4年度は「地域資源を活かした新しい学校」「地域教育学会」「教育プロ

グラム研究開発ベンチャー」などの実現とともに、「幸せをつくる教育」の賛

同者、共感者を増やすために、市内外での様々な事業に取り組みたい（図

５）。市内では主に親子農業食育教室、親子歴史文化たんけん教室（羽根田カ

ンポス彗星）、市内外での出前授業に関してはこれまで通り、活動地域の拡大

に取り組みたい。特に、バングラデシュでの親子科学実験教室に取り組む予定

だ。また、幸せをつくる教育を広げるための試みとして、年度末に横浜市で地

域教育を考える勉強会を予定している（図７） 

 

図７ 令和 4年度事業計画 

 

  

親子農業食育教室
（南相馬市）

羽根田カンポス彗星
（南相馬市）

市内外での出前授業
（首都圏等・バングラデシュ）

地域教育を考える勉強会
（横浜市）
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６、令和 4年度予算案 

 
  

令和４年度活動予算書

令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで

特定非営利活動法人南相馬サイエンスラボ

（単位：円）

科目

Ⅰ 経常収益

１．受取会費

正会員受取会費 160,000

賛助会員受取会費 90,000 250,000

２．受取寄附金

受取寄附金 100,000 100,000

３．受取助成金等

　　　　受取助成金

ふるさと・きずな維持・再生支援事業 3,059,000

まちづくり活動支援事業 145,000 3,204,000

未収助成金 589,600 589,600

４．事業収益

①

50,000

② 300,000

③ 0

④ 0

⑤ 0

⑥ 0 350,000

５．その他収益

受取利息 10

雑収益 300,000 300,010

経常収益計 4,793,610

Ⅱ 経常費用

１．事業費事業費

人件費

給料手当 1,819,000

人件費計 1,819,000

その他経費

諸謝金 489,000

消耗品費 69,000

旅費交通費 1,034,000

通信運搬費 64,000

燃料費 12,000

食糧費 12,000

委託費 22,000

印刷製本費 189,000

使用料 265,000

広告料 0

その他経費計 2,156,000

事業費計 3,975,000

２．管理費管理費

人件費

役員報酬 0

人件費計 0

その他経費

消耗品費 30,000

通信運搬費 10,000

旅費交通費 10,000

車両費 10,000

諸会費 30,000

印刷製本費 10,000

租税公課 5,000

雑費 5,000

保険料 11,000

燃料費 30,000

研修費 10,000

新聞図書費 2,000

支払手数料 1,000

修繕費

その他経費計 164,000

管理費計 164,000

経常費用計 4,139,000

当期正味財産増減額 654,610

前期繰越正味財産額 878,515

次期繰越正味財産額 1,533,125

（２）

この法人の目的に合致する施設の受託管理事業

その他、この法人の目的達成のために必要な事業

（１）

（２）

（１）

金額

自然科学・農業・食育・環境保護・歴史文化の調査・研究・開発・教育・提

言・人材育成・普及啓発、及び交流を図る事業

自然科学・農業・食育・環境保護・歴史文化等の指導・教育受託事業

この法人の目的に合致する個人・団体に対する会議室・物品・器材の貸出事業

この法人の目的に合致する物品の企画・計画・製作・販売に関する事業
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図８ 令和 4年度予算案収支 

令和 4年度はきずな事業にバングラデシュでの親子科学実験教室や、首都

圏（横浜市）での地域教育を考える勉強会などの発展した内容を申請中であ

る。その他の助成金等も採択となれば、令和 3年度に比べて大きく収支は改善

すると考えている。 

令和４年度予算案

総額：4,793,610円 総額：4,139,000円

△654,610円（＊事業復活支援金等）


