平成29年度 公益社団法人京都府青少年育成協会 事業報告
京都府青少年育成協会は、本年度、協会創立50周年を迎え、「青少年の健全な育成
を図るため、今、我々大人に何が求められているのか。」を、府民及び青少年団体、
教育及び行政関係機関等の関係者が共に考え、理解を深め、これまでの青少年育成府
民運動を総括すると共に、今後の運動の更なる推進を目的として、京都府青少年育成
協会創立50周年記念大会を開催しました。
また、本年度の全ての事業を「京都府青少年育成協会創立50周年記念事業」と位置
付け、「明るい家庭と地域の輪が育てる心豊かな青少年」を合い言葉に、青少年をあ
たたかく見守り、その健やかな成長を支援する健全な地域社会づくりを推進するため、
７項目の【重点目標】を掲げ、取り組みを進めて参りました。
会員の皆様の御支援と、京都府をはじめとする関係行政機関、関係団体等の御協力、
加えて、企業･団体並びに府民の皆様からの御支援をいただき、街頭啓発活動、青少
年育成市町村民会議との懇談会、いじめ･非行防止フォーラム、青少年すこやかフォ
ーラム、少年の主張京都府大会、明るい家庭づくり｢家庭の日｣絵画展並びに広報、情
報提供事業などを実施し、「大人が変われば子どもも変わる運動」や「地域の子ども
は地域で育てる運動」など、幅広い青少年育成府民運動の推進に努めました。
さらに、府内の高校生を対象として「青少年の健全育成府民運動を進める標語（ス
ローガン）募集事業｣に取り組み、青少年健全育成の取組を進める標語(スローガン)
『気づいてる？ あなたのまわりのあたたかさ』を制定しました。
当協会が指定管理者の指定を受けて管理・運営している「京都府立青少年海洋セン
ター」及び「宮津市Ｂ＆Ｇ海洋センター」は、平成30年３月31日で指定管理の第４期
が終了し、平成30年４月から新たに第５期目(平成30年４月１日～平成35年３月31日)
の指定を受けました｡

〈参考

平成29年度重点目標〉

「明るい家庭と地域の輪が育てる心豊かな青少年」
～青少年をあたたかく見守る地域社会づくり～
１

青少年育成府民運動の推進

２

青少年の自主活動・社会参加の促進、活動支援

３

明るい家庭づくり運動の推進

４

青少年の問題行動の防止、非行対策及び社会環境浄化の推進

５

会員団体との連携・活動支援

６

京都府立青少年海洋センター(マリーンピア)の利用促進

７

京都府青少年育成協会創立50周年記念大会の開催

公１ 「青少年育成府民運動の推進事業」の実施状況
【重点目標Ⅰ】青少年育成府民運動の推進
（Ⅶ 京都府青少年育成協会創立50周年記念大会の開催を含む。）
１

青少年健全育成推進のための街頭啓発活動

……｢わかもの京都」NO.130

p.11参照

「青少年の非行・被害防止全国強調月間(７月)」及び「子供・若者育成支援強調
月間(11月)」に呼応し、街頭啓発活動を実施しました。
全国強調月間に呼応した取組には、府内の青少年関係団体、青少年育成市町村民
会議、行政機関や中学生、高校生、大学生等、80団体･延べ474名の皆さんに御参加
いただきました。
（１）７月「青少年の非行・被害防止全国強調月間 in KYOTO」
ア

平成29年７月８日(土) 四条河原町(京都マルイ１Ｆピロティ)

イ

平成29年７月21日(金) ＪＲ京都駅前広場

(知事･高校生メッセージ、ミニコンサート、啓発活動)
（啓発活動）

ウ

平成29年７月22日(土) 西京極運動公園
（京都サンガＦＣホームゲームでの啓発活動･パレード）

（２）11月「子供・若者育成支援強調月間 in KYOTO」
ア

平成29年11月１日(水) 四条河原町交差点
（啓発活動）

イ

平成29年11月11日(土) ＪＲ京都駅前広場
（知事･高校生メッセージ、ミニコンサート、啓発活動）

ウ

平成29年11月17日(金) 四条河原町交差点

エ

平成29年11月18日(土) 向日町競輪場

（啓発活動）
（向日市まつりでの啓発活動）

オ

平成29年11月19日(日) ひと･まち交流館京都
（きょうボラふれあい祭での啓発活動）

カ

平成29年11月23日(木･祝) 府立植物園
（あすの Kyoto･地域創生フェスタでの啓発活動ほか）

（３）また、京都府内各地域でも、７月･11月の強調月間を中心に、青少年育成市町
村民会議を始め会員団体等が連携して、啓発活動を展開していただきました。
２

「大人が変われば子どもも変わる運動」の推進

（１）京都府内各地域で、７月・１１月の強調月間を中心に街頭啓発活動を始め、様々
な取組で「大人が変われば子どもも変わる運動」を推進していただきました。
（２）当協会としても、「街頭啓発チラシ」、広報誌「わかもの京都」や「青少年育成
啓発ファイル」等で、「大人が変われば子どもも変わる」、「地域の子どもは地域
で守り育てる」などをコンセプトとした啓発活動を展開しました。

３

「京都府青少年育成協会創立50周年記念大会」の開催
……｢わかもの京都」NO.130 p.2~9参照
青少年育成府民運動発足50周年(京都府青少年育成協会創立50周年)の節目の年を
迎え、
「青少年の健全な育成を図るには、今、我々大人に何が求められているのか。」
を府民及び青少年団体、教育及び行政機関の関係者が共に考え、理解を深め、これ
までの青少年育成府民運動を総括すると共に、これからの運動の更なる推進を目的
として「協会創立50周年記念大会」を開催しました。

（１）日時
平成29年10月22日(日)

（２）会場
京都府総合見本市会館(京都パルスプラザ)稲盛ホール

（３）参加者
約 500名

（４）内容
記念式典と記念講演等

４

「青少年スマホ・ケータイ安全教室」の開催
携帯電話等によるトラブルの被害から青少年を守るため、「青少年の健全な育成
に関する条例（フィルタリング規制）」の周知徹底や「スマホ・ケータイ安全教室」
の開催により、青少年やその保護者への普及・啓発に努めました。
今年度、当協会を通じて開催した「スマホ･ケータイ安全教室」は下記のとおり
です。

（１）平成29年６月６日(火)
与謝野町青少年育成会

＊参加者

100名

（２）平成29年６月30日(金)
中丹･丹後青少年育成市町村民会議懇談会

＊参加者

17名

（３）平成29年７月６日(木)
乙訓･南丹青少年育成市町村民会議懇談会

＊参加者

22名

５

…… ｢わかもの京都」NO.130 p.18参照

「青少年育成市町村民会議懇談会」の開催

青少年健全育成の取組を一層推進するため、京都府内を４地域に分けて懇談会を
開催し、意見交換・情報交換を行いました。
（１）山城北地域
平成29年６月28日(水)・久御山町役場

＊参加者

52名

（２）中丹･丹後地域
平成29年６月30日(金)・京都府宮津総合庁舎

＊参加者

21名

＊参加者

22名

（３）乙訓･南丹地域
平成29年７月６日(木)・京都府亀岡総合庁舎

（４）山城南地域
平成29年７月13日(木)・京都府立山城郷土資料館

＊参加者

28名

※ 山城北地域は、「宇治･城陽･久御山青少年健全育成推進協議会総会」の開催をもって
懇談会の開催とさせていただきました。
また、中丹･丹後地域では、宮津市からオブザーバーとして参加していただきました。

６

「青少年健全育成地域連携推進事業」の実施
近年、青少年を取り巻く状況は、いじめ、非行、不登校、ひきこもり、薬物乱用
等の深刻化や若者の社会的自立の遅れなど、多様化・複雑化しています。
こうした状況の中、いじめ・少年非行などの現状を踏まえ、青少年健全育成を一
層推進するため、「いじめ・非行防止キャンペーン」を京都府内全体の取組として
展開しました。
当協会としても、この取組に積極的に関わり「いじめ・非行防止フォーラム」を
府内５地域において、地域連携の一環として、教育局、青少年育成市町村民会議や
ＰＴＡ等と共催(後援)で取り組むと共に、南丹市青少年育成協会と共催で「京都府
青少年すこやかフォーラム」を開催しました。

（１）平成29年度「いじめ・非行防止フォーラム」の開催状況
ア

乙訓地域（後援）
「いじめ･非行防止フォーラム(乙訓地域ＰＴＡ指導者研修会)」
・平成29年７月１日(土)、長岡京市立中央公民館 ＊参加者 278名
・講演「最近の少年を巡る問題」
～親として子どもを守るためにできることとは～
講師 京都府警察本部生活安全部少年課
少年サポートセンター 副所長 足立
弘 氏

イ

山城地域（共催）
「やましろ未来っ子みんなでＨＵＧフォーラム」
・平成29年８月27日(日)、会場 久御山町中央公民館 ＊参加者 470名
・講演「いきいき生きる力を育む防災学習」
～つながる・つづける・つたえる～
講師 特定非営利活動法人｢さくらネット｣ 河田 のどか 氏

ウ

南丹地域（後援） ＊参加者 160名
「なんたん子育てフォーラム(南丹地域ＰＴＡ指導者研修会)」
・平成29年６月25日(日)、京都学園大学 ＊参加者 290名
・講演「子どもの未来のために 私たちができること｣
講師 滋賀刑務所教育専門官
早稲田大学教育学部非常勤講師 小西 好彦 氏

エ

中丹地域（後援）
「みんなでコラボ in 中丹(中丹地域ＰＴＡ指導者研修会)」
・平成29年６月24日(土)、舞鶴市中総合会館 ＊参加者 350名
・講演「子どもの自尊感情をどう育むか～身近な大人にできること～」
講師 日本ウェルネススポーツ大学
スポーツプロモーション学部 教授 近藤
卓 氏

オ

丹後地域（後援）
「丹後はぐくみフェスティバル」
・平成29年９月30日(土)、野田川わーくぱるほか

＊参加者

500名

・講演「大切な子どもを守るために知っておきたいこと」
～ネットトラブルと違法薬物の現状～
講師 京都府教育庁指導部学校教育課
指導第二担当副課長 魚住 友記 氏

（２）「京都府青少年すこやかフォーラム｣の開催

……｢わかもの京都」NO.130 p.18参照

青少年育成関係者みんなで「学び、考え、行動する」機会として、南丹市青少
年育成協会と共催で、平成29年度青少年育成すこやかフォーラムを開催しました。
・平成30年３月11日(日)、南丹市国際交流会館 ＊参加者 170名
・講演「叱らなくても子どもは伸びる～目から鱗の子育てと家庭教育～」
講師 教育評論家 親野 智可等 氏
※フォーラムと同時に、明るい家庭づくり｢家庭の日｣絵画展の入賞作品を展示しました。

７

広報・情報提供事業の実施

（１）広報誌「わかもの京都」(No.130)を発行（6,000部）
当協会の本年度の事業や取組や府内の青少年育成市町村民会議・青少年関係団体の活
動等を掲載するとともに、本年度開催した協会創立50周年記念大会特集号として、第130
号を発行しました。

（２）青少年健全育成に係る啓発チラシを作成（30,000部）
強調月間等における啓発資料として作成しました。

（３）「青少年府民運動のしおり」を作成（2,000部）
協会創立50周年記念冊子として、「青少年育成府民運動のしおり」を作成しました。

（４）京都府青少年健全育成府民運動の標語の「横断幕」(２枚)、「のぼり」(30枚)、
「卓上ミニのぼり」(1,000本)を作成
府内高校生に公募し制定した、京都府青少年育成府民運動の標語「気づいてる？あな
たのまわりのあたたかさ」の横断幕及びのぼりを作成しました。
のぼりは、府内の青少年育成市町村民会議に配布しました。また、卓上ミニのぼりは、
大会参加者に配布すると共に、関係機関等へも配布しました。

（５）標語を記載したクリアファイルを作成（5,000枚）
新たに制定した標語(前述)「気づいてる？ あなたのまわりのあたたかさ」を
記載した協会創立50周年記念クリアファイルを作成しました。
（６）協会への入会案内リーフレットを作成（10,000枚）
京都府青少年育成協会の活動等を紹介した「入会案内リーフレット」を作成しました。
今後、
「青少年すこやかフォーラム」等、機会を見つけ活用し、会員の拡大を図ります。

（７）インターネット広報の実施
協会の事業や取組等について、協会のホームページへの速やかな掲載に努めました。

【重点目標Ⅱ】青少年の自主活動･社会参加の促進
１

「第39回少年の主張京都府大会」の開催

……｢わかもの京都 NO.130 p.12~13参照｣

次代を担う子どもたちには、心身ともに健康で他者を思いやる心を持ち、社会的
に自立していける健やかな成長が求められています。そのためには、広い視野と柔
軟な発想や想像力などとともに、物事を論理的に考える力や、自らの主張を正しく
伝え、理解してもらう力などを身に付けることが大切です。
子どもたちにとって、これらの契機となることを願い、第39回少年の主張京都府
大会を開催しました。
（１）対象
府内の中学校及び特別支援学校中学部に在籍している生徒

（２）応募状況
2,890編（29校）

（３）大会期日
平成29年９月24日(日)

（４）開催場所
京都府立総合社会福祉会館(ハートピア京都)

（５）参加者
約 200名

（６）共催団体
京都府ＰＴＡ協議会、京都市ＰＴＡ連絡協議会、(独行)国立青少年教育振興機構

（７）大会概要
ア 選考委員会による選考で入賞作品(大会発表者)15編と佳作30編が決まりました。
ア 入選作品15編(15名)が大会で発表しました。
イ 審査の結果、京都府知事賞は、京都市立春日丘中学校３年の中山ルーナさん。受賞
作品名は、「ハーフ？ダブル？本当の私は？」でした。
ウ 中山ルーナさんは、京都府代表として、全国大会候補者に推薦し、審査の結果、中
部･近畿ブロック代表として全国大会で発表、国立青少年教育振興機構奨励賞を受賞さ
れました。
※第39回「少年の主張」全国大会
・平成29年11月12日(日)､国立オリンピック記念青少年総合センター

（８）作品集の作成
入賞作品（15作品）については、｢平成29年度第20回明るい家庭づくり(家庭の日)絵
画展｣事業及び「平成29年度青少年育成府民運動の標語(スローガン)募集事業」の入賞
作品と一緒に、作品集を作成しました。（3,000部）
※ 入賞作品は、広報誌｢わかもの京都｣に掲載すると共に、協会ＨＰでも紹介しています。

２

青少年健全育成府民運動の標語(スローガン)募集事業の実施
……｢わかもの京都 NO.130 p.5参照｣

協会創立50周年記念事業の一環として、今後の青少年の健全育成府民運動を推進
する標語(スローガン)募集事業を実施しました。
（１）対象
府内の高等学校及び特別支援学校高等部に在籍する生徒

（２）募集締切
平成29年６月30日(金)

（３）応募状況
163点(７校)

（４）審査結果
審査の結果、入賞６点(名)及び佳作６点(名)を選定。最優秀賞(京都府知事賞)は、京
都府立嵯峨野高等学校３年吉岡奈保さんの作品「気づいてる？ あなたのまわりのあたた
かさ」に、他の５点(名)が優秀賞(京都府青少年育成協会会長賞)に決まりました。
入賞者には、協会創立50周年記念大会｢記念式典｣で賞状が授与されました。

（５）横断幕、のぼりの作成
最優秀賞受賞作品「気づいてる？ あなたのまわりのあたたかさ」を今後の京都府青少
年健全育成府民運動の標語とするとともに、この標語の横断幕及びのぼり(30枚)を作成
し、のぼりは、青少年育成市町村民会議に配布しました。
また、卓上ミニのぼりも作成(1,000本)し、記念大会参加者等に配布しました｡

（６）作品集の作成
入賞作品(６点)については、｢平成29年度第20回明るい家庭づくり(家庭の日)絵画展」
事業及び「平成29年度第39回少年の主張京都府大会」事業と一緒に作品集を作成し、入
賞者をはじめ、関係機関に配布しました。（3,000部）
※

３

入賞作品は、広報誌｢わかもの京都｣に掲載すると共に、協会ＨＰでも紹介しています。

京都府子ども議会の開催（京都府事業を共催）
隔年開催の京都府子ども議会を共催しましたが、子ども議会当日（８月８日(火)）
は、台風の接近により中止となりました。
後日、８月18日(金)に府庁見学会を開催しました。

【重点目標Ⅲ】明るい家庭づくり運動の推進
１

「明るい家庭づくり運動」の普及・推進

（１）７月・11月の強調月間を中心に、京都府内各地域で、青少年育成市町村民会議
を始め会員団体等が連携し、街頭啓発活動等を通じて『家庭の日』の周知など、
「明るい家庭づくり運動」を展開していただきました。
（２）当協会は、毎月第４土曜日を『家庭の日』と定め、広報誌「わかもの京都」や
「啓発チラシ」等で啓発活動を展開しました。
（３）「第21回明るい家庭づくり(家庭の日)絵画展」事業を実施
……｢わかもの京都 NO.130 p.14参照｣

明るい家庭づくり(家庭の日)絵画展は、小学生から見た家族や家庭内での微笑
ましいふれあいを絵に描くことやそれを鑑賞することを通して、明るい家庭づく
りへの機運を高めていくことを目的として実施しました。
ア

対象
府内の小学校及び特別支援学校小学部に在籍する児童

イ

募集締切
平成29年９月29日(金)

ウ

応募状況
336点（34校）

エ

審査結果
選考の結果、入賞23点(名)及び佳作15点(名)を選定。京都府知事賞は、京田
辺市立普賢寺小学校５年 岡本胡々(おかもと ここ)さんが受賞されました。
入賞者には、平成30年３月１１日(日)に南丹市立国際交流会館で開催した「平
成29年度京都府青少年すこやかフォーラム」で賞状が授与されました

オ

巡回展示
入賞作品は、平成30年１月から３月にかけて、京都府庁２号館ほか府内10会
場で巡回展示を行うとともに、平成30年３月11日(日)に南丹市で開催した京都
府青少年すこやかフォーラムの会場でも展示しました。
平成29年度明るい家庭づくり(家庭の日)絵画展「巡回展示」一覧
期
間
会
場
平成30年１月４日(木)～１月11日(木) 京都府庁２号館
平成30年１月12日(金)～１月18日(木) 宇治市中央公民館
平成30年１月19日(金)～１月29日(月) 宇治田原町総合文化センター
平成30年１月31日(水)～２月６日(火) 木津川市中央図書館
平成30年２月７日(水)～２月11日(木) 宮津阪急ビル(ミップル)浜町ギャラリー
平成30年２月16日(金)～２月22日(木) 京田辺市役所
平成30年２月23日(金)～３月５日(月) 府乙訓総合庁舎
平成30年３月６日(火)～３月10日(土) 南丹市園部公民館
平成30年３月11日(日)
南丹市国際交流会館
平成30年３月13日(火)～３月20日(火) 綾部市役所
平成30年３月22日(木)～３月29日(木) 精華町立むくのきセンター

キ

作品集の作成
入賞作品については、「第39回少年の主張京都府大会」及び「平成29年度青
少年育成府民運動の標語(スローガン)募集事業」の入選作品と一緒に作品集を
作成し、入賞者を始め、関係機関に配布しました。（3,000部）
※

入賞作品は、広報誌｢わかもの京都｣に掲載すると共に、協会ＨＰでも紹介しています。

【重点目標Ⅳ】青少年の問題行動の防止、非行対策及び社会環境浄化の推進
１

「青少年の非行・被害防止全国強調月間(７月)」及び「子供・若者育成支援強調
月間(11月)」の取組

（１）街頭啓発活動の実施〈再掲〉
（２）｢第39回少年を明るく育てる京都大会｣への参加
強調月間の取組の一環である｢第39回少年を明るく育てる京都大会｣に関係団体
と共に参加しました。
・期日 平成29年７月２日(日)
・会場 島津アリーナ(府立体育館)
・主催 京都市少年補導委員会､京都府少年補導連絡協議会､(公社)京都府少年補導協会

２

「青少年スマホ・ケータイ安全教室」の開催について〈再掲〉

３

「青少年健全育成地域連携推進事業」について〈再掲〉
京都府内５地域で「いじめ・非行防止フォーラム」を開催（共催・後援）しました。
また、南丹市内で「青少年すこやかフォーラム」を開催しました。

４

京都府青少年健全育成功労者等知事表彰（京都府事業）

……｢わかもの京都｣ NO130 p.15

・平成29年11月25日(土) ・京都府公館

５

各種団体の事業等への共催・参加協力

（１）「あすの Kyoto・地域創生フェスタ」への参加
・平成29年11月23日(木･祝)、府立植物園
・ブースでの取組内容
昔遊び体験コーナー（ケン玉、コマ回し）
手作りコーナー（カードしおりづくり）
協会及び府立青少年海洋センター(マリーンピア)の活動紹介コーナー
（活動紹介パネルの展示及び啓発資料等の配付）

（２）「京都青少年ゆめネットワーク通常総会」への参加
・平成29年５月27日(土)、下京青少年活動センター

（３）「はらっぱブラス in KYOTO」への参加
・平成29年５月28日(日)、府立木津川運動公園

（４）「非行少年等立ち直り支援ネットワーク推進連絡会議・京都府非行防止対策協議会合同会議」への出席
・平成29年５月29日(月)､ルビノ京都堀川

・12月４日(月)､京都医療少年院

（５）「きょうと薬物乱用防止府民会議役員会」への出席
・平成29年６月８日(金)、ルビノ京都堀川

（６）「ダメ。ゼッタイ」6.26ヤング街頭キャンペーンへの参加
・平成29年６月24日(土)、四条髙倉交差点【普及運動】

（７）「少年を非行から守る府民運動乙訓地区大会」への参加
・平成29年７月９日(日)、イオンモール京都桂川

（８）「第28回いのちの講演会」への参加
・平成29年７月16日(日)、京都商工会議所

（９）「青少年いいねット京(みやこ)フォーラム」への参加
・平成29年８月５日(土)、ロームシアター京都

（10）「生活困窮者自立支援制度シンポジウム」への参加
・平成29年９月９日(土)、西本願寺聞法会館

（11）「京都府未成年者喫煙防止協議会」への参加
・平成29年11月10日(金)、京都たばこ商業協同組合

（12）「おもろいやんか木幡」への参加
・平成29年11月12日(日)、宇治市立木幡中学校

（13）「きょうと薬物乱用防止行動府民会議総会」への出席
・平成29年11月19日(日)、京都外国語大学

（14）｢きょうボラふれあい祭｣への参加
・平成29年11月19日(日)、ひと･まち交流館京都

（15）「京都府少子化対策府民会議総会」への出席
・平成29年11月24日(金)、メルパルク京都

（16）「ガールスカウトフェスタ」への参加
・平成30年２月12日(月･祝)、京都テルサ

（17）「オール京都で子どもを守るインターネット利用対策協議会」への参加
・平成30年３月28日(水)、平安ホテル

【重点目標Ⅴ】会員団体との連携･活動支援
１

｢青少年育成市町村民会議懇談会｣の開催〈再掲〉

２

｢青少年スマホ・ケータイ安全教室｣の開催〈再掲〉

３

｢青少年健全育成地域連携推進事業｣の実施〈再掲〉

４

｢舞鶴市少年の主張大会｣
平成29年６月17日(土)、舞鶴市中総合会館において開催され、協会からも参加しま
した。

５

｢宇治･城陽･久御山青少年健全育成連絡協議会総会｣
平成29年６月28日(水)、久御山町役場において開催され、協会からも参加しました。

６

｢向日市青少年健全育成連絡協議会｣の街頭啓発活動
平成29年11月18日(土)~20日(日)、向日町競輪場において開催された「向日市まつり」
で実施され、協会からも参加しました。〈再掲〉

７

｢綴喜青少年の主張大会｣
平成30年１月14日(日)、京田辺市中央公民館において開催され、協会からも参加し
ました。

８

｢宇治市青少年健全育成推進大会｣
平成30年１月28日(日)、宇治市生涯学習センターで開催され、協会からも参加しま
した。

９

これら以外にも、会員団体の事業の後援(３団体)や事業への参加など活動支援を
行いました。

Ⅵ

その他

１

内閣府主催の研修会等への参加

（１）「子供・若者育成支援のための地域連携推進事業(近畿ブロック研修会)」
・平成29年９月11日(月) ・兵庫県民会館

※記念大会準備等のため、欠席

（２）「子供・若者育成支援のための地域連携推進事業(中央研修大会)」及び「青少
年育成国民会議総会」
・平成29年11月27日(月)～28日(火)

・国立オリンピック記念青少年総合センター

（３）「第39回少年の主張全国大会」（再掲）
・平成29年11月12日(日)、国立オリンピック記念青少年総合センター
・この大会で、京都府代表として推薦した京都市立春日丘中学校３年中山ルーナさん
(京都府知事賞受賞)が、中部･近畿ブロック代表として発表し、国立青少年教育振興
機構奨励賞を受賞されました。

２

公益社団法人の運営

(１) 監事監査の実施
・平成29年５月15日(月)、協会活動室

(２) 第１回理事会の開催
・平成29年５月25日(木)、ルビノ京都堀川

(３) 定時総会の開催
・平成29年６月19日(月)、ルビノ京都堀川

(４) 第２回理事会の開催
・平成30年３月16日(金)、ルビノ京都堀川

３

財政基盤の充実
本年度、入会案内リーフレットを作成しました。(10,000部)
このリーフレットも有効に活用し、正会員、賛助会員の加入促進に努めます。

