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第 11 期 事業報告書 

特定非営利活動法人 かしわらイイネット 

 

Ⅰ 事業期間 

2021 年 9月 1日～2022 年 8月 31 日 

 

Ⅱ 事業の成果 

 

１）３事業「伝える」「広げる」「学ぶ」を展開 

 

2022 年 2月をピークとした新型コロナの第 6波、同年 7～8月がピークの第 7波の影響を

受けながらも、11 期は「伝える」（発信）・「広げる」（クリエイティブ）・「学ぶ」（イイネッ

トのサロン）を３本柱とした事業を実施した。PR やクリエイティブの「イイネットのサポ

ート」も行った。 

 

 以下、事業ごとに報告する。 

 

 

【 伝える事業 】（情報発信） 

 

感染ピーク時は取材対象も少ないなかでのリポートとなったが、「より詳しく掘り下げ

る」という前期掲げた方針をもとに取材を行い、内容に厚みを持たせた。主な記事を下記

に記す。 

 

（  ）は掲載日  ◆は団体賛助会員  

● コロナ禍にオンラインぶどう狩り。かねとも葡萄農園で横尾地区を PR（2021 年 9 月 5

日） 

◆ ぶどう畑の風景を未来につなげる。多様な担い

手で収穫とワインを（2021 年 10 月 1 日） 

※イイネットのサポート（写真左） カタシ

モワインフード株式会社 

 

◆ 綿を顕微鏡で覗くとどんなかな？ 和綿と洋綿

の違いを見てみよう（2021 年 10 月 6 日） 

（イエロー・ライン・プロジェクト） 
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● アウトドアやアクセサリー、ものづくりのお話を【をかしわらマルシェ】(2021 年 10 月

9 日)（株式会社ヤスオカ） 

 

◆ 国士舘大学の学生が実習で柏原に。地場産業から外国人の移住まで幅広く(2021 年 11

月 10 日） 

 

◆ コロナ禍のオススメ食生活とは。ファイト!!

マルシェ＆カフェがセミナー（2021 年 11 月

12 日 写真右） 

 

● 安福寺の紅葉を鑑賞。尾張徳川家の寄進など

玉手山の奥深い歴史を知る （2021 年 11 月 25

日） 

 

● モノクロの日常に色を。10 年続けた玉手山一揆のガーモートーンズとは （2021 年 11

月 27 日） 

● 秋の高尾山と古墳を学ぶ。柏原の歴史と自然を体感したハイキング （2021 年 12 月 6

日） 

 

◆ アウトドアのブランド「DAY OUT」を手がける。アゼリア柏原にて （2021 年 12 月 18

日）→ 取材後に団体賛助会員へ加入（株式会社 GRAND JAPAN） 

 

◆ 利用の可能性は無限大！Bed&Bicycle で

陶芸・野菜 BOX・スッポン鍋 （2021 年

12 月 20 日） （へちまきゅうり 写真左） 

 

● 好きな絵を描いて色とりどりの靴型を。

企画した森山陽介さんに聴く （2021 年

12 月 25 日） 

 

● マイボトルだけでなく、地域の水資源を考える活動も（Refill 大阪）（2021 年 12 月 29

日） 

 

● 素材から焼成まで。タイルを「つくること つかうこと」の体験から学ぶ （2022 年 1

月 16 日） 
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●「困ったときはお互いさま」柏原フードパントリーの配布活動をリポート （2022 年 3

月 1 日） 

 

◆ 地域で睡眠をテーマにセミナー。旭ヶ丘の

あすなろサロンにて （2022 年 3 月 18 日） 

（あかし内科クリニック 写真左） 

 

● 世界遺産やあべのハルカスも眺望できる！

玉手山公園の展望台が新装 （2022 年 5 月

4 日） 

 

● 大人が真剣に楽しむイベントへ。（大正ボーイズって？） （2022 年 6 月 21 日） 

                              （TAMARU・スワーハ・へちまきゅうり・DAY OUT） 

 

◆ 待望の採蜜を体験（山国ぶどう園にて） （2022 年 6月 21 日）写真下 

 

● 関西の青谷（あおや）弥生人そっくりさん４人が集

合。グランプリは？（2022 年 7月 4日） 

● 夏の森には何がおるんやろか。子どもも大人も玉手

山で昆虫探し （2022 年 7 月 29 日） 

 

 

Web サイトでは団体賛助会員に対するリポートが少な

いが、その他告知記事や訪問での SNS 発信を多数実施し

ており割愛した。  

 

 その他、代表理事大村の個人活動（無料）ではあるが、日本 NPO センター主催「NPO の知

らせる力プロジェクト」に参加し、プロのジャーナリストから取材と記事執筆の手法を学

ぶ機会を持った。 

 

基本講座から実践講座へと進み、最終的に「か

しわら手ぬぐい WEEK」をテーマとした記事を執筆。 

2021 年秋～2022 年 3 月に各地を取材し、まと

めた成果物が Yahoo!ニュースに掲載された。 

（写真左） 
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【 広げる事業 】（クリエイティブ事業） 

 Web サイト制作・更新、フライヤー制作などを手掛ける単発的な事業として、主に次に挙

げるものを制作した。 

● 柏原ぶどう直売所マップ 2021 年度版（柏原市果樹振興会） 

● 柏原ふれあい広場 動画制作 

● フリースクール VITIS 案内リーフレット 

● うどん山川 店舗案内・メニュー表制作 

● 合同会社 Feels Web サイト制作 ほか 

 

中でも、今期大きな機会を得たのが、カタシモ

ワインフード株式会社で実施した「100 年つむぐ葡

萄とワインの記念祭」であった。 

 

これは「イイネットのサポート」（PR 記事制作）

を進めるうちにアイデアが生まれた。そもそも「福

祉事業所の利用者が描いたワインラベル案を多く

の人に見ていただきたい」という当法人の発想が

きっかけで、イイネット記録写真のパネル展示も

実施したことから、「広げる事業」とした。 

 

パネル展示は、耕作放棄地や高齢化に悩むぶど

う農家を、ボランティア支援や福祉事業所の就労で収穫した記録である。各ブース出店、

大阪ぶどうの歴史を知る見学ツアーなども実施。大阪府・柏原市からの後援を得たが、予

算は自己資金と協賛金（カタシモワインフード株式会社）のみで、その他の助成金は得ず

に開催したものである。 

 

カタシモワインフード株式会社、一般社団法人エル・チャレンジ福祉事業推進機構の多

大な協力、個人会員、他の団体賛助会員の連携もあって、事業を終えることができた。 

 

この企画は理事会で多くの議論を繰り返し、準備や当日の運営のあり方など、時に混乱

を招いたことには反省すべき点もある。結果、その後の理事会のあり方自体をあらためて

問うこととなった。 

 

（サイトでのリポート） 

■多様な人の関わりでこれからも。「100 年つむぐ葡萄とワインの記念祭」 

https://kashiwara-e.net/report/16322/ 
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【 学ぶ事業 】 

「イイネットのサロン」と銘打った「学ぶ事業」は計 2 回。感染状況の波が少なくなった

時期に実施したもので今期は少なかったが、それぞれ特色ある内容となった。 

 

● 「かしわらクッキング」（2021 年 10 月 13 日） 

 

柏原の名産であるぶどうの葉でトルコ郷土料

理のドルマ、ぶどうジャムを使ったサバサンドを

つくるなど、柏原の食材を活かしたお料理を作っ

て楽しみました。 

講師は柏元真理子さん。会場は Bed&Bicycle。 

 

 ぶどうの葉には山常園、その他食材調達にはへ

ちまきゅうり、スワーハ、ファイト!!マルシェア

ンドカフェなど、団体賛助会員との連携や協力もいただいた。 

 

（実際のリポート） 

■ ぶどうの葉の肉巻き、ぶどうのサバサンドも美味しくできあがり！ 

https://kashiwara-e.net/report/14928/ 

 

 

● 「亀の瀬で探そう、きらり光る石」 （2022 年 3 月 12 日） 

2017年に好評だった「大和川で探してみよう、

キラリ光る石」と同じ柴山元彦さん（自然環境研

究オフィス代表）を講師に招き、今回は亀の瀬地

区で実施した。 

参加者 15 人中、12 人は柏原市外の参加者で、

昨今の石ブームを反映しているのか、柴山講師の

ファンも含め満席での実施。 

当日、急きょ大和川河川事務所の協力も得られ、

日本遺産にも認定された亀の瀬地区の自然や、排水トンネルや明治の鉄道トンネル跡も見

学できることになった。 

 

（実際のリポート） 

■ 大和川で見つけた！亀の瀬ならではの天然石や地形を発見 

https://kashiwara-e.net/report/16259/ 
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Ⅲ 事業の実施状況 

 

（１）地域情報発信活動事業 

（内 容） 「かしわらイイネット」サイト・SNS を軸とする情報発信活動 

 

① 閲覧やフォロワー数について 

● 「かしわらイイネット」Web サイト 

  2021 年 8月のユニークユーザー数   １日あたり平均 180。 

  2022 年 8月のユニークユーザー数  １日あたり平均 213。 

                    ※一時的に 300 以上となる月もあり 

 

● Facebook ページ全体の「いいね」数 

2021 年 8月 31 日  1,298 →  2022 年 8月 31日   1,329（フォロワー 1,496） 

 

● Twitter（ツイッター） フォロワー数   

2021 年 8月 31 日   2,158 →    2022 年 8月 31 日   2,361 

 

● Instagram（インスタグラム）  

2021 年 8月 31 日  1,361 →    2022 年 8月 31 日  1,714 

 

● LINE 公式アカウント   （2020 年 4 月 16 日より開始。現在休止中） 

2021 年 8月 31 日   124  →    2022 年 8月 31 日   138 

 

● YouTube 公式アカウント （2021 年 2 月 25 日に開設。今期は投稿なし） 

2021 年 8月 31 日     9  →   2022 年 8月 31日     14 

 

 

活用する SNS のなかでは、ここ最近は Instagram（インスタグラム）の伸びが顕著で、

Twitter（ツイッター）が見直されていることも再認識した。今後は Web サイトへの誘導を

いかに行うかを考える必要がある。 

Instagram（インスタグラム）では本文にリンクができない（※ストーリーをのぞく）

ことから、常に検索エンジン対策も考え、充実した記事と投稿量が必要と考える。 

動いていない SNS については今後の方針を協議する。 
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② 柏原市内における地域活動など 

[時系列を把握しやすくするため、自主事業も記載] 

（実施場所） 柏原市内各所 

（実施日時） 随時 

（事業の対象者） 柏原市の各団体・事業者・個人へ取材。 

 内容はサイトや Facebook にて公開 

文末の★は特集記事、●は団体賛助会員関連、■は寄稿、 太字は自主事業 

※日付は記事掲載日と誤差あり。 

 

取材以外にも、打ち合わせ・訪問・面会依頼など、日々の動きを極力掲載した。 

その他、電話やメールでの相談や問い合わせも通常業務としてある。 

 

2021 年 

９月  ２日  国分東地区福祉委員会 ウォーキング講座  

９月  ３日  リバースデザイン打ち合わせ・nowhere kashiwara で面会 

９月  ４日  パティスリー・アンジュブラン取材 ● 

９月  ８日   青谷ゴルフガーデン 動画サポート 

９月  ８日   和洋創作 圓山（コロナ禍の現状について取材） 

９月 １２日  をかしわらマルシェ  

９月 １３日  柏原ふれあい広場打ち合わせ 

９月 １６日   柏原フードパントリー取材（柏原東地区福祉委員会） 

９月 １９日  SDGs キャンプ取材 

９月 ２２日  ＪＴ八尾支店へあいさつ 

９月 ２３日  かしわらクッキングの材料調達（山常園） 

９月 ２５日  かしわら芸術祭 2021 最終説明会 

９月 ３０日  岡村製油株式会社 mini 感謝セール ● 

 

１０月 ３日 法善寺 Ciao （コロナ禍の現状について取材） 

１０月 ７日  イエロー・ライン・プロジェクト 河内かしわらわたの日 ● 

１０月 ８日  柏原市シルバー人材センター打ち合わせ 

１０月１０日 をかしわらマルシェ 

１０月１２日 倭太鼓飛龍 かしわらテラス演奏披露（株式会社九櫻●） 

１０月１３日 イイネットのサロン「かしわらクッキング」 

１０月１９日 あかし内科クリニック訪問 ● 

１０月２０日 国士舘大学地理・環境コース実地研修（Bed&Bicycle ●） 

１０月２１日 ファイト!!マルシェ＆カフェ 健康セミナー 
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１０月２６日 かしわら芸術祭（了意川装飾）取材 

１０月２８日  オガタ通り商店街 Web サイト制作業者と面会 ● 

１０月３０日  かしわら芸術祭でオガタ通り商店街（旧ヤマニシデンキ）取材 ● 

 

１１月 ２日  亀の瀬子ども向けワークショップ取材 

１１月 ３日  かしわら芸術祭 取材 

１１月 ４日  ガーモートーンズ（玉手山一揆主催者） 取材 

１１月 ７日 大正西地区だんじり改修 抜魂式 

１１月１０日 柏原市シルバー人材センター 打ち合わせ 

１１月１０日 柏原市子ども会総会・講演聴講 

１１月１３日 かしわらフェスタ 

１１月１４日 をかしわらマルシェ 

１１月１６日 かしわらイイネット通常総会 

１１月１７日 株式会社九櫻 訪問 ● 

１１月１８日 柏原マイクロツーリズム協議会 会議 

１１月２０日 安福寺訪問 

１１月２３日 いたに萬幸堂 感謝市 ● 

１１月２３日 高尾山の紅葉と古墳めぐりツアー 

 

１２月 １日 オガタ通り商店街店舗取材 ●  

１２月 ２日 株式会社九櫻、倭太鼓飛龍へ衣装贈呈 ● 

１２月 ４日 国分 de マルシェ  

１２月 ５日 手づくりタイル体験「つくること つかうこと」  

１２月 ７日 カタシモワインフード株式会社高井利洋社長 旭日単光章授与 ● 

１２月１０日 100 年つむぐプロジェクト 振り返り会 ● 

１２月１２日 をかしわらマルシェ 

１２月１４日 株式会社 GRAND JAPAN 取材 ● 

１２月１５日 柏原ふれあい広場 打ち合わせ 

１２月１８日 やきやき亭 取材 

１２月１８日 Bed&Bicycle 取材 ● 

１２月１９日 倭太鼓飛龍ライブ 株式会社九櫻の衣装披露 ● 

１２月２０日 ファイト!！マルシェ＆カフェ リニューアルオープン● 

１２月２１日 玉手山学園イルミネーション 

１２月２２日 株式会社ヤスオカ 打ち合わせ ● 

１２月２３日 柏原市社会福祉協議会 動画収録 

１２月３１日 うどん山川国分店 ● 
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2022 年 

１月  ３日 鐸比古鐸比賣神社 

１月１１日 nowhere kashiwara 面会 

１月１２日  自然環境研究オフィス 柴山氏と打ち合わせ（石探し） 

１月１４日  柏原焙煎所 打ち合わせ 

１月１５日  へちまきゅうり 面会 ● 

１月２１日  柏原ふれあい広場 打ち合わせ 

１月２１日  日本遺産ブランド認定式 取材 

１月３０日  へちまきゅうり 訪問 ● 

 

２月 １日 神奴染工場取材 

２月 ３日 柏原市立公民館訪問 

 ２月 ５日 「もうすべらせない」日本遺産イベント取材 

 ２月１１日 おやつ時間果報 取材 

２月１４日 柏原ふれあい広場配信（～１８日）※事務作業は柏原市社協 

２月１８日 カタシモワインフード株式会社 打ち合わせ ● 

２月２３日 うまいもん南部屋 取材 

２月２５日 岡村製油株式会社 取材 ● 

２月２６日 茶吉庵ギャラリー 取材 ● 

２月２８日 柏原フードパントリー 取材 

 

３月 ３日 水本染工場取材 

 ３月 ３日 柏原市立歴史資料館「くらしのなかの布」取材 

３月 ４日 カタシモワインフード株式会社 打ち合わせ ● 

３月 ６日 亀瀬隧道の利活用 社会実験 取材 

３月 ６日 和菓子司草月 取材 

 ３月１０日 イエロー・ライン・プロジェクト「わたの日展」取材 ● 

３月１０日 Bed&Bicycle「BB オープンキャンパス」取材 ● 

３月１２日 イイネットのサロン「亀の瀬で探そう、きらり光る石」 

３月１２日 かしわら手ぬぐい WEEK 記事 Yahoo!ニュース配信 

３月１５日 あすなろサロン「睡眠セミナー」（あかし内科クリニック）● 

３月１９日 柏原市立公民館訪問 

３月２０日 うどん山川国分店 ９周年 ●  

３月２０日 茶吉庵カルチャー倶楽部 取材 ●  

３月２１日 いたに萬幸堂 取材 ● 

３月２５日 くるくる布リユースクラブ 取材 ● 
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３月２８日 カタシモワインフード株式会社 打ち合わせ（100 年つむぐ～） ● 

３月２９日 柏原マイクロツーリズム協議会 会議 

 

 ４月 １日 市岡染工場 取材 

  ４月 ２日 観音寺の桜 

 ４月 ４日 ＪＡ大阪中河内営農センター あいさつ（100 年つむぐ～） 

 ４月 ５日 カタシモワインフード株式会社 打ち合わせ（100 年つむぐ～） ● 

 ４月 ６日 山国ぶどう園 取材 ● 

 ４月１１日 ハピバール 取材（100 年つむぐ～）  

 ４月１３日 夢工房くるみ 取材（100 年つむぐ～） 

  ４月１３日 古八太鼓堂 取材（閉店のため） 

 ４月１９日 J:COM ニュース リモート録画出演 

４月１９日 株式会社九櫻 繊維事業部事務所移転 取材 

４月２１日 100 年つむぐ葡萄とワインの記念祭（搬入） 

４月２２日 100 年つむぐ葡萄とワインの記念祭 

４月２３日 100 年つむぐ葡萄とワインの記念祭 

４月２４日 100 年つむぐ葡萄とワインの記念祭 

４月２４日 かしわらピクニック 

４月２５日 100 年つむぐ葡萄とワインの記念祭（残り撤収） 

４月２７日 柏原市シルバー人材センター 訪問 

４月２７日 うどん山川国分店 訪問（ロハスパーク打ち合わせ） 

４月２９日 合同会社 Feels 打ち合わせ 

４月３０日 玉手山公園展望台 取材 

 

 ５月 ２日 フリースクール VITIS 訪問 

 ５月 ４日 大正西地区 地車入魂式 

５月 ６日 株式会社九櫻 出店取材 ● 

５月 ８日 をかしわらマルシェ 

 ５月１５日 亀の瀬マーケット 取材 ● 

 ５月２１日 ロハスパーク大阪柏原 取材 

  ５月２２日 柏原市文化連盟祭 取材 

 ５月２２日 バルマーノ 取材  

 ５月２６日 柏原マイクロツーリズム協議会 会議 

 ５月２９日 画家 森山陽介さんワークショップ 

 ５月３０日 黒澤精肉店（休業） 
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６月７日～１５日 大村・健康診断において体調不良判明。通院で休養。 

 ６月１７日 大正ボーイズ 取材 ● （担当：山本） 

 ６月１８日 山国ぶどう園 取材 ● 

 ６月１８日 森山陽介さん 映像収録 

  ６月２６日 クオッカ取材 

 ６月２７日 山常園訪問（今季オープン）● 

 ６月２８日 週刊ひがしおおさか訪問 ヒアリング 

 

 ７月 ３日 柏写会（写真展）取材 

 ７月 ３日 大阪府立弥生博物館 取材 

 ７月 ５日 国士舘大学地理・環境コース Zoom ミーティング参加 

 ７月 ６日 麺や佳紗寧（かさね） 取材 

 ７月 ６日 リバティ薬局でヒアリングを受ける 

 ７月 ８日 森山陽介さん 映像収録 

 ７月１０日 をかしわらマルシェ 

 ７月１５日 100 年つむぐプロジェクト 事前説明会 ●  

 ７月１６日 柏原駅前 夏祭り取材 

 ７月１７日 卓球大会（主催：Platform5）訪問 

 ７月１８日 柏原市立歴史資料館「史跡誕生 100 年高井田横穴と松岳山古墳」 

 ７月２３日 かしわら森の会 取材 

 ７月２３日 彩アトリエ芸術展 取材 

 ７月２７日 いたに萬幸堂 感謝市 

 ７月３１日 片山～石川地区を取材 

 

 ８月 １日 かしわらもん MENU2022（パティスリーアンジュブラン） ●  

 ８月 １日 茶吉庵ギャラリー 取材 ● 

 ８月 ２日 「100 年つむぐプロジェクト」夢工房くるみなど収穫取材 ●  

 ８月 ３日 「100 年つむぐプロジェクト」新田ゼラチン株式会社など収穫取材 ●  

  ８月 ４日 ジョイフル国分 40周年 取材 

 ８月 ７日 キッチンカフェアイン 取材 

 ８月１０日 イエロー・ライン・プロジェクト 河内かしわらわたの日 ● 

 ８月１１日 をかしわらマルシェ 

 ８月１４日 横尾地区取材 

 ８月２０日 山国ぶどう園直売所 訪問 

 ８月２１日 かしわらスターナイトシアター 

 ８月２７日 Bed&Bicycle・スワーハ・TAMARU など インスタライブで取材 ● 
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  ８月３０日 書面による臨時総会の締切日 全員承認により可決 

 

 

Ⅳ 理事会その他の役員会の開催状況（議題は主な内容を掲載）  

   

第１回理事会  ９月１７日（金） オンライン 

（議題） イイネットのサロン「かしわらクッキング」準備について 

 

第２回理事会  １１月４日（木） オンライン 

（議題） 通常総会に向けて 

 

第３回理事会  １２月２日（木） オンライン 

（議題） 通常総会で意見のあった収益の上げ方について 

 

第４回理事会  ２月１６日（水） オンライン 

（議題） 「100 年つむぐ葡萄とワインの記念祭」に向けて 

 

第５回理事会  ３月８日（火）  オンライン 

（議題） 「100 年つむぐ葡萄とワインの記念祭」に向けて 

      イイネットのサロン「亀の瀬で探そう、きらり光る石」準備について 

 

第６回理事会  ５月２５日（火） 柏原市立市民プラザ 

（議題） 「100 年つむぐ葡萄とワインの記念祭」事業・会計報告など 

 

※Facebook メッセンジャーグループでの協議も随時行った。 

 

なお、5月 25 日付で鈴木理事、8月 31 日付で黒崎理事が辞任した。鈴木理事にはイイネ

ットの事業内容の整理、リーフレット制作やデザイン部門（かしわらガイドマップ）を担

い、黒崎理事はいち早く学校現場でのプログラミング教育の課題を提示し、研修会や保護

者と子ども向けワークショップを企画し、SDGs の取り組みなどで尽力いただいた。 

 

本業の合間を縫って時間をつくっていただいたことも含め、お二人にはあらためて感謝

の念を示すとともに、これまでいただいた提言を今後の事業に活かしていく。 

 

なお、8月の臨時総会によって 9月 1日より瀧理事が就任した。 
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（11 期の運営状況・会員状況・寄付について） 

組織運営の状況は、2022 年 8 月 31 日時点において、個人正会員 11 人（11口）、個人賛

助会員（10 口）、団体賛助会員 21団体（34口）、寄付 10,000 円  

   

今期は現場での営業努力、カタシモワイナリーでの企画も要因となって、団体賛助会員

加入（13団体→21団体）が大幅に増えた。ご厚情への感謝を忘れず、期待に応えられるよ

う今後のサポートにもつなげていく。 

 

10 期） 260,000 円  → 11 期） 405,000 円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


