
 

 

 

2018年度事業報告書 

 

特定非営利活動法人 心織  

Ⅰ 事業期間 

 2018年1月1日～2018年12月31日 

 

Ⅱ 事業の成果 

2018年はローレン先生のセミナーから始まり、2月は山崎恵子先生のお話、3月は大阪市民活動振興基金研究助成・動物介

在療法の報告会、テリントンTタッチは広島から此村たまきさんに来阪していただいて動物介在編、ボディワーク編。 

昨年初めてノーズワークワークショップを細野直美さんにお願いし 9 月からグループレッスンをはじめることになりまし

た。 

そしてクリッカーワークショップ【基礎編】もビア美香子さんにお願いしクリッカーの？？？なところがスッキリしたワ

ークショップをしていただきました。 

ここる事務所では、認知症サポーター講座や障がいのある方や子どもさんと接するうえで大切なことをお勉強会として開

催することができました。 

またセラピー仲間たちも少しずつシニアになり、どんなことをしっておくとシニアになっても穏やかに過ごしてくれるの

かしらという内容を動物看護師の中村陽子さんにお話していただいたり、やっぱりごはんも大切と養生薬膳ごはんのお勉

強会も開催することができました。 

そして 12 月にはハワイから中川ともこさんの「犬たちの安心を増やしより穏やかに過ごすためのケア」を開催することが

できました。愛犬と暮らす日常の中で当たり前のことなんだけどなかなかその視点に立ててなかったり、今まで愛犬たち

と過ごしてきて耳をふさぎたくなるぐらいに反省しないといけない点を何度も気づかせていただいて、ともこさんのお人

柄と動物たちに対する愛情の深さに会場はとても穏やかな優しい空気が漂う濃い2日間のセミナーとなりました。 

動物介在療法としては、大きな手さまと悠久苑さまで理学療法士の先生方と継続して毎月開催させていただき、デイサー

ビスやグループホームさまからのお問合せもありお試しを開催させていただきました。 

児童デイサービス・りとるきっず・すてーしょん・かめれおん様からお問い合わせ頂き定期的に訪問させていただけるこ

とになりました。 

児童デイサービス・ワンピースさまも個人サポートからグループでの動物介在活動になりました。 

今年は児童デイサービスさまでも動物介在療法を少しずつ進めていければと考えております。 

 

新たにトレーナーの方々にも主催セミナーにご興味持って頂き賛助会員になっていただくことができました。会員募集の

結果、賛助会員6名の増加があった。 

 

Ⅲ 事業の実施状況 

 １ 特定非営利活動に係る事業 

 （１）（事業名）  各種専門家との動物に関する勉強会・セミナーの開催事業 

  ①セミナーイベント開催 

（内    容） グリーフケア茶話会 

    （実施場所） 大阪市鶴見区 ここる事務所 

    （実施日時） 2018年1月11日 14：00～16：00 



 

    （事業対象者） 一般 

    （収   益）  6,000円 （非会員＠3,000×2） 

    （費   用）  12,277円 （講師謝礼＠10,000 菓子代＠2,277） 

 

  ②セミナー開催 

（内    容）  動物たちの死生観、安楽死を考える 

    （実施場所） 大阪府男女共同参画・青少年センター ドーンセンターセミナールーム1 

    （実施日時）  2018年1月20日 10：00～16：30 

    （事業対象者） ペットの飼い主 

    （収   益）  460,500円 （＠8,000×8＝64,000  ＠10,000×32＝320,000 ＠6,000×12＝72,000 ＠4,500×1） 

    （費   用）  331,827円 （講師料 1090 ドル×＠111＝122,000円 通訳料 150,000円（交通費込）   

講師交通費28,900円  講師.飲食料＠4,037円 駐車場代 2,200円 チラシ代2,850円）  

 

③セミナー開催 

（内    容） どうぶつ・いのちの教育/動物介在活動その光と影 

    （実施場所） 大阪市鶴見区区民センター 集会室3 

    （実施日時） 2018年2月17日 10：00～16：00 

    （事業対象者） 一般飼い主 動物介在ボランティア 

    （収   益）  80,000円 （＠10,000×3＝30,000 ＠8,000×5＝40,000 ＠5,000×2＝10,000） 

    （費   用）  89,560円 （講師料＠80,000 会場代＠1,800 チラシ代＠2,590 講師飲食料＠1,905 贈答品＠3,265） 

 

 ④セミナーイベント開催 

（内    容） シニア犬のための体幹トレーニング 

    （実施場所） 大阪市鶴見区 ここる事務所 

    （実施日時） 2018年4月26日 13：30～15：30 

    （事業対象者） 一般飼い主 

    （収   益）  18,500円（＠2,500×6＝15,000 ＠3,500×1人） 

    （費   用）  10,000円 （講師料＠10,000） 

 

⑤セミナーイベント開催 

（内    容） シニア犬のための養生薬膳ごはん講座 

    （実施場所） 大阪市鶴見区 ここる事務所 

    （実施日時） 2018年5月31日 13：30～15：30 

    （事業対象者） 一般飼い主 

    （収   益）  26,000円（＠2,500×2＝5,000 ＠3,500×6＝21,000） 

    （費   用）  15,000円 （講師料＠15,000） 

 

⑥セミナーイベント開催 

（内    容） 動物介在活動のためのテリントンTタッチワークショップ 

    （実施場所） 大阪市鶴見区 ここる事務所 



 

    （実施日時） 2018年6月14日 10：00～16：00 

    （事業対象者） 一般飼い主 

    （収   益）  114,000円（＠10,000×3＝30,000 ＠12,000×7＝84,000） 

    （費   用）  84,094円 （講師料＠80,000交通費込 講師飲食代＠4,094） 

 

⑦セミナーイベント開催 

（内    容） 障がい児とのかかわり方勉強会 10：00～12：00 

    （実施場所） 大阪市鶴見区 ここる事務所 

    （実施日時） 2018年6月21日 

    （事業対象者） 一般・動物介在に参加しているボランティア 

    （収   益）  0円 

    （費   用） 講師飲食代 2,600円 

 

⑧セミナーイベント開催 

（内    容） 認知症サポーター講座 

    （実施場所） 大阪市鶴見区 ここる事務所 

    （実施日時） 2018年6月25日 14：00～16：00 

    （事業対象者） 一般・動物介在ボランティア 

    （収   益）  0円 

    （費   用）  講師飲食代4,998円 

 

⑨セミナーイベント開催 

（内    容） ノーズワークワークショップ 

    （実施場所） 大阪市獣医師会 セミナールーム 

    （実施日時） 2018年7月16日 10：00～16：00 

    （事業対象者） 一般飼い主 

    （収   益）  152,000円（＠10,000×10＝100,000 ＠8,000×5＝40,000 ＠12,000×1＝12,000） 

    （費   用）  80,662円 （講師料＠80,000 昼食代・交通費含 講師飲料＠662） 

 

⑩セミナーイベント開催 

（内    容） 愛犬のための手作りごはんと養生講座 STEP 1 

    （実施場所） 大阪市鶴見区 ここる事務所 

    （実施日時） 2018年8月2日、9月20日 13：30～15：30 

    （事業対象者） 一般飼い主 

    （収   益）  21,000円（＠3,000×3＝9,000 ＠4,000×3＝12,000） 

    （費   用）  12,000円 （講師料＠12,000） 

 

⑪セミナーイベント開催 

（内    容） シニア犬ケア STEP 1 

    （実施場所） 大阪市鶴見区 ここる事務所 



 

    （実施日時） 2018年8月30日 

    （事業対象者） 一般飼い主 

    （収   益）  30,500円（＠3,500×5＝17,500 ＠4,500×2＝9,000 ＠4,000×1＝4,000） 

    （費   用）  18,000円 （講師料＠18,000） 

 

⑫セミナーイベント開催 

（内    容） ノーズワークグループレッスン 

    （実施場所） 大阪市鶴見区 ここる事務所 

    （実施日時） 2018年9月6日 13：30～15：30 

    （事業対象者） 一般飼い主・動物関係者 

    （収   益）  22,500円（＠4,500×3＝13,500 ＠3,000×3＝9,000） 

    （費   用）  15,000円 （講師料＠15,000交通費・出張費含む） 

 

⑬セミナーイベント開催 

（内    容） テリントンTタッチワークショップ【ボディワーク編】 

    （実施場所） 大阪市鶴見区 ここる事務所 

    （実施日時） 2018年9月24日 10：00～16：00 

    （事業対象者） 一般飼い主 

    （収   益）  94,000円（＠8,000×3＝24,000 ＠10,000×7＝70,000） 

    （費   用）  82,590円 （講師料＠80,000交通費含 講師昼食代＠2,590） 

 

 ⑭セミナーイベント開催 

（内    容） 愛犬のための手作りごはんと養生講座 STEP 2 

    （実施場所） 大阪市鶴見区 ここる事務所 

    （実施日時） 2018年10月4日 13：30～15：30 

    （事業対象者） 一般飼い主 

    （収   益）  17,000円（＠3,000×3＝9,000 ＠4,000×2＝8,000） 

    （費   用）  10,000円 （講師料＠10,000） 

 

⑮セミナーイベント開催 

（内    容） ノーズワークグループレッスン 

    （実施場所） 大阪市鶴見区 ここる事務所 

    （実施日時） 2018年10月11日 13：30～15：30 

    （事業対象者） 一般飼い主・動物関係者 

    （収   益）  16,000円（＠4,000×1＝4,000 ＠5,000×1＝5,000 ＠2,500×2＝5,000 ＠2,000×1＝2,000） 

    （費   用）  12,000円 （講師料＠12,000交通費・出張料含む） 

 

⑯セミナーイベント開催 

（内    容） ノーズワークグループレッスン 

    （実施場所） 大阪市鶴見区 ここる事務所 



 

    （実施日時） 2018年11月16日 13：30～15：30 

    （事業対象者） 一般飼い主 

    （収   益）  30,000円（＠4000×2＝8,000 ＠5,000×3＝15,000 ＠2,500×2＝5,000 ＠2,000×1＝2,000） 

    （費   用）  19,290円 （講師料＠18,000交通費・出張料含む 菓子代＠1,290） 

 

⑰セミナーイベント開催 

（内    容） クリッカーワークショップ【基礎編】 

    （実施場所） 吹田市 愛犬のための総合サロン TOUTOUVIVAN 

    （実施日時） 2018年11月26日 10：00～17：00 

    （事業対象者） 一般飼い主 

    （収  益） 150,000円（＠15,000×6＝90,000 ＠10,000×4＝40,000 ＠12,000×1＝12,000 ＠8,000×1＝8,000） 

    （費  用）  89,822円 （講師料＠82,000 交通費含む 飲食代＠822円 会場代＠7,000） 

 

⑱セミナーイベント開催 

（内    容） シニア犬のための養生薬膳ごはん講座 STEP 3 

    （実施場所） 大阪市鶴見区 ここる事務所 

    （実施日時） 2018年11月29日 13：30～15：30 

    （事業対象者） 一般飼い主 

    （収   益）  13,000円（＠3,000×3＝9,000 ＠4,000×1＝4,000） 

    （費   用）  10,000円 （講師料＠10,000） 

 

⑲セミナーイベント開催 

（内    容） 犬たちの安心を増やし彼らがより穏やかな日々を過ごせるためのケア 

    （実施場所） 大阪市獣医師会セミナールーム 

    （実施日時） 2018年12月8日・9日 10：00～17：00 

    （事業対象者） 一般飼い主・動物関係者 

    （収   益） 432,000円（＠18,000×24＝432,000） 

    （費   用） 259,268円 （講師料＠211,188円 宿泊費34,600円 飲食費＠13,480） 

 

⑳セミナーイベント開催 

（内    容） シニア犬ケア STEP 2 

    （実施場所） 大阪市鶴見区 ここる事務所 

    （実施日時） 2018年12月13日 13：30～15：30 

    （事業対象者） 一般飼い主 

    （収   益）  23,500円（＠3,500×4＝14,000 ＠4,500×2＝9,000 ＠500×1＝500） 

    （費   用）  18,000円 （講師料＠18,000） 

 

（2）（事業名） 障害者施設において生産される製品の品質向上支援事業 

①製品の品質向上コンサルティング 

（内   容）  作業所で作られている製品の品質向上、デザイン向上 



 

   （実施場所） 特定非営利活動法人枚方市障害者事業協会グリーンハウス 

   （実施日時） 毎月1回  

            1月23日、2月19日、3月22日、4月21日、5月17日、6月25日、7月25日、 

9月20日、11月15日、12月13日（下半期は隔月の契約になったため） 

   （事業対象者） グリーンハウス管理者、職員、利用者 

   （収   益）  90,000円 （＠10,000×9） 

   （費   用）  0円 

 

（3）セラピー犬による介護保健施設、病院などへの訪問活動事業 

①（内    容）  動物介在療法 

    （実施場所） 介護老人保健施設 悠久苑 

    （実施日時） 2018年1月25日、2月28日、3月21日、4月19日、5月24日、6月18日、7月12日、9月27日 

10月24日、11月22日、12月20日 14：00～15：00  

    （事業対象者） 利用者 

    （収   益）  128,800円 （＠10,000×1 ＠11,880×10＝118,800） 

    （費   用）  65,576円 （謝礼1月＠2,000×2 ＠1,000×1 2月以降 ＠3000×22人＝66,000円 飲料代＠576） 

 

②（内    容）  動物介在療法 

  （実施場所） 住宅型有料老人ホーム大きな手鶴見橋 

（実施日時） 13：30～14：30 

2018年1月12日、2月2日、3月2日、4月5日、5月7日、6月1日、7月6日、8月3日 

9月は台風のため中止、10月1日、11月11日、12月8日 

  （事業対象者） 利用者 

  （収   益）  54,000円 

1月＠2000×2＝4,000 2月＠2,000×2＝4,000 3月＠2000×3＝6,000 4月＠2000×3＝6,000 

5月＠2000×3＝6,000 6月＠2000×3＝6,000 7月＠2000×3＝6,000 8月＠2000×2＝4,000 

10月＠2000×3＝6,000 11月＠2000×2＝4,000 12月＠2000×1＝2,000 

  （費    用）  37,534円  

      1月交通費謝礼＠14600 飲食代＠400 2月交通費＠1,580 3月交通費2,040 4月交通費＠2,120 5月＠2,120 

6月謝礼＠1000×3 7月謝礼＠1000×3＝3,000 8月謝礼＠1000×2＝2,000 10月謝礼＠1000×3＝3,000  

11月謝礼＠1000×2＝2,000 12月謝礼＠1,000×1＝1,000 飲料代＠253 

 

  ③（内    容）  動物介在活動 

   （実施場所） 住宅型有料老人ホーム ライフコート春秋 

（実施日時） 2018年1月12日、2月2日、3月2日 13：30～14：30 

   （事業対象者） 利用者 

   （収   益）  20,000円 （＠10,000×1、＠5000×2） 

  （費   用）  9,040円（1月交通費＠4,520 2月交通費＠2,260 3月交通費＠2,260    

 

 



 

④（内    容）  動物介在活動 

   （実施場所） グループホームれいんぼう 

（実施日時） 2018年3月24日 

   （事業対象者） 利用者 

   （収   益）  8,000円  

    （費   用）  3,000円 （＠1,500×2）   

 

⑤（内    容）  動物介在活動 

   （実施場所） 平野南デイサービス 

（実施日時） 2018年5月21日 

   （事業対象者） 利用者 

   （収   益）  5,000円  

    （費   用）  3,200円 （＠800×4）   

 

(4) （事業名） セラピー犬による教育施設、養育施設などへの訪問活動事業        

①（内   容） 動物介在活動 

     （実施場所） 奈良県生駒市 一般社団法人 無限 児童デイサービス ワンピース 

     （実施日時） 2018年1月6日、6月30日、12月27日 11：00～12：00 3月22日、5月7日 15：00～16：00 

     （事業対象者） 障がい児 

 （収   益）  60,000円 （＠18,000×2＝36,000 ＠12,000×1 ＠6000×2） 

      （費   用）  29,304円  

（謝礼1月＠2,900×2 ＠2,000×1 6月＠3,000×2 12月3000×3＝9,000 飲食代＠504） 

    

②（内   容）  動物介在活動 

    （実施場所）  特定非営利活動法人枚方市障害者事業協会 グリーンハウス 

    （実施日時）  2018年4月21日、9月15日 10：00～11：00 

    （事業対象者） グリーンハウス 利用者 

    （収   益）  25,000円 （@10,000×1＝10,000 ＠15,000×1） 

     （費   用）  14,000円 （謝礼＠3,000×4 ＠2,000×1） 

 

③（内   容） 動物介在活動 

     （実施場所） 特定非営利活動法人発達凸凹サポーターてくてく 

     （実施日時） 2018年3月29日 10：00～11：00 

     （事業対象者） 発達凸凹サポーターてくてく 障がい児 

 （収   益）  20,000円  

      （費   用）  8,400円 （謝礼＠3,000×2 ＠2,000×1人 パーキング代＠400） 

 

④（内   容） 動物介在活動 

     （実施場所） 大阪市東住吉区 きっず・すてーしょん・かめれおん 

     （実施日時） 2018年8月23日、12月26日 14：00～15：00 



 

     （事業対象者） 障がい児 

 （収   益）  27,000円（＠12,000円×1 ＠15,000×1） 

      （費   用）  14,000円 （謝礼＠3,000×4 ＠2000×1） 

 

(5) （事業名）アニマル・アシスティッド・セラピストの育成・認定事業 

 ①（内   容） セラピー犬養成講座 

     （実施場所） クウ動物病院 花博通 

     （実施日時） 2018年1月8日、2月12日、 4月30日 14：00～16：00、5月3日 12：00～17：00（人だけ） 

              9月17日、10月8日、2019年2月11日 

     （事業対象者） 一般飼い主 

 （収   益）  142,560円（＠12,960×11人） 

      （費   用）  講師料＠88,000 

 

Ⅳ 社員総会の開催状況 

 

 第1回 通常社員総会   

（日 時）  2018年2月19日 19時から 19時30分 

（場 所）  大阪市 ここる事務所 

（社員総数） 14名 

（出席者数） 14名（うち委任状出席者2名書面表決者2名含む） 

（内 容）   第1号議案  平成28年度事業報告について 

         審議に諮ったところ、満場一致をもって可決決定した。 

         第2号議案  平成28年度収支報告について 

          審議に諮ったところ、満場一致をもって可決決定した。 

        第3号議案  平成29年度事業計画の案について 

                審議に諮ったところ、満場一致をもって可決決定した。 

        第4号議案  平成29年度収支予算の案について 

           審議に諮ったところ、満場一致をもって可決決定した。 

       第5号議案  議事録署名人の選任の件 

                 全員異議なく承認し本案は可決された。 

 

Ⅴ 理事会その他の役員会の開催状況 

 

 第1回 理事会  

（日 時）  2018年2月19日 19時から 20時 

（場  所）  ここる事務所 

（内 容）  役員の改選について 

 

 第2回 理事会  

（日 時）  2018年8月 11日 16時から 17時 

（場 所）  ここる事務所 



 

（内 容）  ① ワンワンパトロールの件 缶バッヂ作成・活動周知・拡大方法について 

   ② 今後の予定の件 

   ③ ホームページの再作製・リニューアルについて 

   ④ セラピー犬養成講座の拡げ方について 

   ⑤ 未収会費の件 

 

         


