
 

 

 

2019年度事業報告書 

 

特定非営利活動法人 心織  

Ⅰ 事業期間 

 2019年1月1日～2019年12月31日 

 

Ⅱ 事業の成果 

2019 年は「社会化？ハズバンダリー？エンリッチメント？流行語にご注意あれ！」のセミナーから始まり、43 名の動物関

係者の皆さまがご参加頂きました。今まで学んできたことは何だったのか・・・と考えさせられる最新の行動応用分析学

の内容でした。2 月は山崎恵子先生のお話、3 月はグリーフケアセミナー、広島から此村たまきさんに来阪していただいて

テリントン T タッチの全てのワーク（ボディワーク、リーディングワーク、グランドワーク）のワークショップを開催す

ることができました。 

ノーズワークワークグループレッスンは毎月開催し、それぞれのステップで毎月楽しんで下っています。 

ここる事務所では、昨年に続き、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。 

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ました。高

齢者対象のドッグセラピーとしては、新たにグループホーム四条畷たのしい家さまからのお問合せがあり定期的に開催さ

せていただくようになりました。夏ごろから豊中の障がい者事業所、特別養護老人ホーム、精神疾患を抱えるご家族さま

などのお問合せが増え、特別養護老人ホームさまではイベントとして訪問させていただき、ご利用者様、スタッフさまに

とても喜んでいただける活動ができました。 

東住吉区の児童デイサービス・りとるきっず・すてーしょん・かめれおんさま、児童デイサービス・ワンピースさまは、

春休み、夏休み、冬休みに定期的に開催させていただいています。 

障がい者事業所のドッグセラピーは、昨年からお問合せがあった、寝屋川市のすばる北斗作業所さまから定期的に開催していくた

めに補助金申請され4つのクラスに分けて開催していくようになりました。 

 

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） 社会化？ハズバンダリー？エンリッチメント？流行語にご注意あれ 

    （実施場所） 大阪市獣医師会セミナールーム 

    （実施日時） 2019年1月14日 14：00～16：00 

    （事業対象者） 一般・動物関係者 

    （収   益）  246,000円 （＠6,000×41） 

    （費   用）  137,000円 （講師謝礼＠108,000 交通費29,000） 

 

②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【リーディングワーク編】 



 

    （実施場所） 大阪市獣医師会セミナールーム 

    （実施日時） 2019年2月4日 10：00～16：00 

    （事業対象者） 一般飼い主 

    （収   益）  90,000円（＠8,000×1＝8000 ＠10,000×7＝70,000 ＠12000×1＝12,000） 

    （費   用）  84,081円 （講師料＠80,000交通費含 講師昼食代＠4,081） 

 

  ③セミナー開催 

（内    容）  ペットの災害/殺処分ゼロ 

    （実施場所） 大阪 ECO動物海洋専門学校 

    （実施日時）  2019年2月16日 10：00～16：30 

    （事業対象者）  一般・動物関係者 

    （収   益）  43,000円 （＠7,000×4＝28,000  ＠4,000×3＝12,000 ＠3,000×1） 

    （費   用）  111,255円 （講師料＠110,000  講師.飲食料＠1,255円）  

   

  ④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・応用編】 

    （実施場所） 大阪市獣医師会セミナールーム 

    （実施日時） 2019年2月18日 10：00～17：00 

    （事業対象者） 一般飼い主 

    （収  益） 104,000円（＠15,000×4＝60,000 ＠10,000×2＝20,000 ＠8,000×3＝24,000） 

    （費  用）  80,880円 （講師料＠80,000 飲食代＠880） 

 

⑤セミナー開催 

（内    容） グリーフケセミナー 

    （実施場所） 大阪 ECO動物海洋専門学 

    （実施日時） 2019年3月25日 10：00～16：00 

    （事業対象者） 一般飼い主  

    （収   益） 174,000円（＠5,500×27＝148,500 ＠4000×4＝16,000 ＠3500×2＝7000 ￥＠2500×1＝2,500） 

    （費   用） 97,070円（講師料80,000円 飲食代＠6,170 宿泊費＠10,900） 

 

 ⑥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） 大阪市獣医師会セミナールーム 

    （実施日時） 2019年8月19日 10：00～16：00 

    （事業対象者） 一般飼い主 

    （収   益）  82,000円（＠8,000×1＝8000 ＠10,000×5＝50,000 ＠12000×2＝24,000） 

    （費   用）  82,451円 （講師料＠80,000交通費含 講師昼食代＠2,451） 

 

⑦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【グランドワーク編】 



 

    （実施場所） 寝屋川市 BIGDOG 

    （実施日時） 2019年9月23日 10：00～16：00 

    （事業対象者） 一般飼い主 

    （収   益）  126,000円（＠10,000×9＝90,000 ＠12000×3＝36,000） 

    （費   用）  101,870円 （講師料＠80,000 講師昼食代＠2,430 会場代＠3,000×6H=18000×8％＠19,440） 

 

⑧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） 2019年7月1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 1,600円 

 

⑨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） 2019年6月24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1,960円 

 

⑩セミナーイベント開催 

（内    容） シニア犬ケア STEP 3 

    （実施場所） 大阪市鶴見区 ここる事務所 

    （実施日時） 2019年3月7日 

    （事業対象者） 一般飼い主 

    （収   益）  16,000円（＠3,500×2＝7,000 ＠4,500×2＝9,000 ） 

    （費   用）  15,000円 

 

⑪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） 2019年1月18日 13：30～15：30 

    （事業対象者） 一般飼い主・動物関係者 

    （収   益）  20,000円（＠4,000×2＝8,000 ＠5,000×2＝10,000 ＠2000×1＝2,000） 

    （費   用）  16,000円 （講師料＠16,000交通費・出張費含む） 

 

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） 2019年2月14日 13：30～15：30 

    （事業対象者） 一般飼い主・動物関係者 

    （収   益）  23,000円（＠4,000×4＝16,000 ＠5,000×1＝5,000 ＠2,000×1＝2,000） 

    （費   用）  18,000円 （講師料＠18,000交通費・出張料含む） 

 

⑬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） 2019年3月11日 13：30～15：30 

    （事業対象者） 一般飼い主 

    （収   益）  21,000円（＠4000×4＝16,000 ＠5,000×1＝5,000） 

    （費   用）  18,000円 （講師料＠18,000交通費・出張料含む） 

 

⑭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） 2019年4月26日 13：30～15：30 

    （事業対象者） 一般飼い主 

    （収   益）  10,000円（＠4000×2＝8,000 ＠2000×1＝2000） 

    （費   用）  10,000円 （講師料＠10,000交通費・出張料含む） 

 

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） 2019年5月27日 13：30～15：30 

    （事業対象者） 一般飼い主 

    （収   益）  17,000円（＠4000×3＝12,000 ＠5,000×1＝5,000） 

    （費   用）  13,000円 （講師料＠13,000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） 2019年6月10日 13：30～15：30 

    （事業対象者） 一般飼い主 

    （収   益）  22,000円（＠4000×5＝20,000 ＠2,000×1＝2,000） 

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

 

⑰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） 2019年7月8日 13：30～15：30 

    （事業対象者） 一般飼い主 

    （収   益）  18,000円（＠4000×4＝16,000 ＠2,000×1＝2,000） 

    （費   用）  13,000円 （講師料＠13,000交通費・出張料含む） 

 

⑱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） 2019年8月5日 13：30～15：30 

    （事業対象者） 一般飼い主 

    （収   益）  21,000円（＠4000×4＝16,000 ＠5,000×1＝5,000） 

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

 

⑲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） 2019年9月9日 13：30～15：30 

    （事業対象者） 一般飼い主 

    （収   益）  21,000円（＠4000×4＝16,000 ＠5,000×1＝5,000） 

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

 

⑳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） 2019年10月3日 13：30～15：30 

    （事業対象者） 一般飼い主 

    （収   益）  27,000円（＠4000×3＝12,000 ＠5,000×3＝15,000） 

    （費   用）  17,000円 （講師料＠17,000交通費・出張料含む） 

 

㉑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） 2019年11月11日 13：30～15：30 

    （事業対象者） 一般飼い主 

    （収   益）  15,000円（＠4000×2＝8,000 ＠5,000×1＝5,000 ＠2000×1＝2000） 

    （費   用）  11,000円 （講師料＠11,000交通費・出張料含む） 

 

㉒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） 2019年12月9日 13：30～15：30 

    （事業対象者） 一般飼い主 

    （収   益）  36,500円（＠4000×3＝12,000 ＠5,000×4＝20,000 ＠2500×1＝2500 ＠2000×1＝2000） 

    （費   用）  20,500円 （講師料＠20500交通費・出張料含む） 

 

㉓セミナーイベント開催 

（内    容） テリントンTタッチプライベートセッション 

    （実施場所） 大阪市鶴見区 ここる事務所 

    （実施日時） 2019年12月17日 11：00～15：00 

    （事業対象者） 一般飼い主 

    （収   益）  23,800円（＠8500×2＝17,000 ＠6800×1＝6,800 ） 

    （費   用）  21,640円 （講師料＠6500×2、＠5000×1交通費・出張料＠3640） 

 

（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） 2019年 2月14日（契約終了のため） 

   （事業対象者） グリーンハウス管理者、職員、利用者 

   （収   益）  10,000円  

   （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） 2019年1月24日、2月28日、3月28日、4月25日、5月30日、6月27日、7月25日、 

8月（猛暑のため休み） 9月10月（施設側都合により中止）、 

11月28日、12月より施設側スタッフ不足のため休止となる    14：00～15：00  

    （事業対象者） 利用者 

    （収   益）  95,040円 （＠11,880×8＝95,040） 

    （費   用）  48,000円 （謝礼 ＠3000×16人＝48,000円） 

 

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 

2019年1月7日、2月1日、3月4日、4月8日、5月6日、6月3日、7月5日、8月猛暑の為中止 

9月30日、10月28日、11月休み、12月2日 

  （事業対象者） 利用者 

  （収   益）  60,000円 



 

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

5月＠2000×3＝6,000 6月＠2000×4＝8,000 7月＠2000×3＝6,000 9月＠2000×3＝6,000 

10月＠2000×3＝6,000  12月2000×3＝6,000 

  （費    用）  30,000円  

      1月謝礼＠1000×2＝2,000 2月謝礼＠1000×3＝3,000 3月謝礼＠1000×3＝3,000  

4月謝礼＠1000×3＝3,000 5月謝礼＠1000×3＝3,000 6月謝礼＠1000×4＝4,000  

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

12月謝礼＠1000×3＝3,000 

 

  ③（内    容）  動物介在活動 

   （実施場所） グループホーム たのしい家四條畷 

（実施日時） 2019年11月24日、14：00～15：00 

   （事業対象者） 利用者 

   （収   益）  16,395円 （＠9995×1、＠6,400×1） 

  （費   用）  9,000円（7月謝礼＠3000×2＝6,000 10月謝礼＠3000×1＝3,000）    

 

④（内    容）  動物介在活動 

   （実施場所） 特別養護老人ホーム 福寿苑 

（実施日時） 2019年11月24日 

   （事業対象者） 利用者 

   （収   益）  24,660円  

    （費   用）  15,500円 （＠3,500×3＝10,500 ＠2500×2＝5,000）   

 

(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） 2019年4月1日、7月26日、11月30日 13：30～14：30 

     （事業対象者） 障がい児 

 （収   益）  42,000円 （4月18,000円 7月12,000円 11月12,000円） 

      （費   用）  21,000円 （謝礼 4月＠3,000×3＝9000 7月3000×2＝6,000 11月3,000×2＝6,000） 

    

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）  2019年11月16日 10：00～11：00 

    （事業対象者） グリーンハウス 利用者 

    （収   益）  10,000円  

     （費   用）  6,000円 （謝礼＠3,000×2） 

 

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） 2019年4月1日 10：00～11：00 

     （事業対象者） 障がい児 

 （収   益）  20,000円  

      （費   用）  12,800円 （謝礼＠4,000×3 パーキング代＠400×2） 

 

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） 2019年4月3日、7月31日、12月25日 14：00～15：00 

     （事業対象者） 障がい児 

 （収   益）  36,000円（＠12,000円×3） 

      （費   用）  18,900円 （謝礼＠3,000×6 パーキング代2台＠900） 

 

⑤（内   容） 動物介在活動 

     （実施場所） 寝屋川市 すばる北斗作業所 

     （実施日時） 2019年12月2日、12月23日 13：30～14：30 

     （事業対象者） 障がい者 

 （収   益）  40,000円（＠20000×2） 

      （費   用）  20,000円 （謝礼＠5,000×4） 

 

(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） 大阪市鶴見区 ここる事務所 

     （実施日時） 2019年8月3日、9月14日、11月23日、12月14日 14：00～16：00 

     （事業対象者） 一般飼い主 

 （収   益）  26,000円（8月＠2000×4＝8,000 9月＠2000×1＝2,000 10月台風のため中止  

11月＠2000×1＝2,000 歯みがき教室＠3000×2＝6,000 トリック編＠4000×2＝8,000） 

      （費   用）  講師料32,200円 （歯みがき教室＠4,200 12月トリック編＠10,000 4月トリック編＠9500+@6,500） 

 

Ⅳ 社員総会の開催状況 

 

 第1回 通常社員総会   

（日 時）  2019年2月11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  2018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  2018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  2019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  2019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）  2019年2月 11日 18時から 19時 

（場 所）  ここる事務所 

（内 容）     

1. 今後のセミナー予定の件 

2. ホームページの再作製・リニューアルについて  

3. セラピー犬養成講座の拡げ方について 

4. 読書介助犬プログラムの件 

5. わんこフレンドリーすくーるの内容の件 

 

第2回 理事会 

（日 時）  2019年11月 8日 18時から 19時 

（場 所）  大阪市城東区 ドッグカフェ・ミカン 

（内 容）     

1. 今後のセミナー予定の件 

2. ホームページから問い合わせの件  

3. 摂津市の不登校児のための「わんことがっこうプロジェクト」の件 

4. わんこフレンドリーすくーるの学習ツールを作成することについて 

5. 読書介助犬プログラムの研究助成の件 

6. 愛犬撮影会の件 

 

 


