２０２１年度事業報告書〈特定非営利活動に係る事業〉
（２０２１年４月１日～２０２２年３月３１日）
特定非営利活動法人ずし楽習塾推進の会
１、

当推進の会 2022 年 3 月末にて臨時総会議決解散
・当推進の会は下記経緯にて 3 月末日をもって臨時総会議決により解散致しました。
当推進の会は 2000 年に創立活動開始し、2006 年 NPO 法人認承経て 20 年余に及ぶ生
涯学習企画＆同運営を続け、今年 2022 年 3 月（創立以来 23 年間）までに累計開設講
座 462 講座、同累計延受講者 31700 名余に及ぶ活動続けてまいりましたが、近年会員
の高齢化、また実質活動メンバーの減少等諸般の状況により、会活動の維持が困難と
理事等のほぼ総意にて 2022 年 3 月末日をもって臨時総会にて解散議決、実施致しま
した。

・なお解散に伴う諸手続き等については交流センター等関係各位のご指導も参考に適正
に処置し、また指定精算人にて遺漏なく残務処置致します。
・長年に及ぶ市民＆皆様方、また市また交流センター等関係者各位のご指導また厚いご
厚情に深く感謝します
・以下報告は当推進の会にとって最終 2021 年度をコロナ禍諸制約、また上記解散諸手
続き等を遺漏無く実施しつつ、講座開催等ほぼ計画通り、且つ成功裏に実施してきた
内容を纏めて報告したものです。
（なお解散経緯、諸手続き等の概要は上記にて、また 3 月末臨時総会に於いて解散議決
済にて、同内容等は当該議事録等ご参考ください。）

２、2021 年度事業の概要
・今年度も昨年度から続く新型コロナウイルスによる交流センターの使用制約（主要会
議室が 5 月―11 月ワクチン接種会場にて使用不可)等有りましたが、委託講座等前年
度からコロナ禍のため実施延期されてた講座含めⅡ型、Ⅲ型、Ⅳ型等 6 講座全てを計
画通り、且つコロナ禍でも各講座共ほぼ定員に近い参加者がある等成功裏に実施、当
推進の会、最終年度を有終の美で飾ることができました。
・特にⅢ-2 型は交流センターの支援も得て、当推進の会としては初めての講座の
撮影、編集 Youtube 後日 WEB 配信等も当日講座に併せて実施、好評裏に無事完する等
新機軸も実施しました。
・交流センターの会議室使用制限により､5 月以降 11 月までの理事会また 5 月に開催の
202１年度総会等は近隣の桜逗会館を使用し規定通り実施しました。
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・(株)パブリックサービス(以後 PS と略す)が今年度も再契約にて指定管理業者として
逗子市より交流センター全般の運営を委託され、当会もⅠ型を除く市の生涯学習事業
の中の「ずし楽習塾講座(Ⅱ,Ⅲ、Ⅳ型)」を PS から引き続き再委託を受けました。
・今年度もホームページには講座の開催・募集、終了等の情報はこまめにアップしまし
た。また上記解散公告も 4 月初にＴＯＰ頁に告知し、当面同掲載を維持します。なお
「楽習塾だより」今年度は休刊としました。
・またＰＳとの定期連絡会は毎月、理事会後に開催し、理事会概要報告（含む資料 2 部
渡）、相互の情報・要望事項等交換実施し、意思疎通円滑化を図ると共に、今年度秋季
以降は上記解散に伴う相互意見交換、情報共有、特に解散事務取使い、諸手続きにつ
いて遺漏、法的齟齬等無きよう、助言を得て参考としつつ実施してきました。
諸助言提示等、ありがとうございました。

（１） PS からの委託事業
(a)講座開設総数
Ⅱ型（市民グループ等企画講座）:2 講座、Ⅲ型(プロジェクトチーム企画講座)：
3 講座、Ⅳ型:1 講座の合計 6 講座でした
受講者 357 名(含むＷＥＢ受講 96 名)、参加者延べ 546 名（同左 96 名）でした。
従前からの累積講座総数は 462 講座となりました。
（2020 年度までの累積講座総数は 456 講座でした）

(b)講座受講者総数は 2021 年度はコロナ禍でも 546 名（含むＷＥＢ受講 96 名)でした。
（⇒巻末主要総括表参照）

(c) 各講座毎に見ると
①Ⅱ型は今年度は募集した「やまばとの会」の「録音ボランティア養成講座」(延
93 人参加）と前年度延期実施「逗子市中途失聴･難聴者の会［みみの会］」によ
る『高齢者難聴の方との接し方』
（延 34 人）計 2 講座(延計 127 名)が参加。なお
後者は会議予約ミス等で講座終了時の質疑時間が少なくなり、今年度での追加実
施も考慮しましたが講座実施者側の都合がつかず、みみの会＆参加者にお詫び文
書出状し対応しました。
②Ⅲ－１型(企画型テーマ講座)
前年『令和

日本 4 大アキレス腱』をテーマで企画しましたが、コロナ禍のため

中止となり、今年度コロナ関連のテーマ『コロナとの闘いで見えた日本の課題』
2

に企画変更し 2021 年度 1-2 月で実施しました。
時機を得た企画、著名講師陣等で人気博し、コロナ禍でも平均約 40 名、延べ
157 名参加となり延期した甲斐がありました。
③Ⅲ－２型（女性力アップ講座）
本講座も前年度、葉山在住の総合研究大学院大学･学長の長谷川眞理子氏による
『人の共感はなぜ進化したのか』をテーマに開催予定したがコロナ禍で中止。
今年度は 3 月に当日会場開催と併せ、交流Ｃの全面的協力を得て、当推進の会と
しては初めての後日ＷＥＢ配信も実施、当日会場参加 55 名、後日ＷＥＢ配信 96
名含め延べ 151 名が受講する等、当推進の会最終講座を有終の美で飾りました。
④Ⅲ－３型(美術芸術等講座)
市民委員を募集しテーマを検討した結果、映画関係となりタイトルは『映画と音
楽の素敵な出会い』として、講師に鎌倉市川喜多映画記念館の馬場氏に依頼、
会場は逗子文化プラザさざなみホールを使用、想定通り同ホール座席スペース
余裕取って目一杯の 68 名が受講、好評裏に実施完しました。
⑤Ⅳ型（協働企画講座）－『みんな知らない“たまご”の話』
本講座は一昨年(2019/2/22)の中止後、昨年度もコロナ禍で再度２回中止、今年度
迄で都合計 4 回の中止を経て、ようやく 2 月に実施することが出来ました
身近な食材を健康面、栄養面等多方面から講師、日本農産工業（株）横山氏に
分り易く話して頂き、お土産のヨード卵もあり、好評価で実施完しました。

（２）自主事業
(a)『談話サロン』
2021 年度は 8-9 月コロナ禍で例会中止したが、5 月以降メンバーの同意得て会場
を桜逗会館にて、3 蜜考慮して遮蔽板使用等で対応しつつ、卓話活動実施しました。
2021 年度は例会 10 回実施、コロナもあり平均月 1４名、延べ 142 名参加しまし
た。
（なおサロンは当推進の会の内部組織にて、解散により法的、形式的には消滅す
るがメンバーの熱い支持もあり、4 月以降は任意団体として活動する）

(b)生涯学習に関する調査・研究・情報提供事業
・会報の編集・発行・配布
年２回の発行を予定していた会報「ずし楽習塾だより」は今年度は休刊としま
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した。

２０２１年度ずし楽習塾講座(主要総括表)

講座名

市民グループ

プロジェクト

等企画講座

チーム企画講座

(Ⅱ型）

協働企画講座

(Ⅲ型）

談話サロン

合計

(Ⅳ型）
－

開設講座数

2 講座

３講座

1 講座

6 講座

開設講座回数
9回
自 2021/10
～
実施時期

至 2022/3

６回
自 2022/1

1回
自 2022/3

～
至 2022/3

自 2021/4
～

26 回
自 2021/4
～

至 2022/３

至 2022/3

至 2022/3

市民交流

市民交流

市民交流

市民交流 C

市民交流Ｃ

センター

センター

センター

桜逗会館

桜逗会館

１４人

263 人
受講者数

10 回

51 人

43 人

（含 WEB 96

371 人

人）
376 人
受講者延数

127 人

142 人
４3 人

（含 WEB 96
人）
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688 人

