
 

 

 

2020年度事業報告書 

 

特定非営利活動法人 心織  

Ⅰ 事業期間 

 2020年1月1日～2020年12月31日 

 

Ⅱ 事業の成果 

2020 年は例年通りのスタートで、2 月 3 月に開催予定のセミナーの集客のために発信しておりました。コロナの感染があ

っという間に世界に広まり、日本でも緊急事態宣言が発令され活動自粛、従来訪問させていただいていた施設からは外部

の訪問活動は全て中止になりました。新規のお問合せがあった、聴覚障がい者の施設「なかまの里」さま、肢体不自由生

活介護の「ぽかぽかのおうち」さま、サービス付き高齢者向け住宅のそんぽの家 s 万博公園さまも打ち合わせが終わり、

とても楽しみにして下さっておられましたが全て中止になりました。2 月 24 日の山崎恵子先生のセミナーは何とかギリギ

リ開催することができましたが、3月のグリーフケアセミナーは残念ながら中止する決断をしました。 

屋内のイベントは難しいので、4月さくらの季節に枚方市の山田池公園にて愛犬撮影会を開催しました。ノーズワークグル

ープレッスンも公園ですることにしましたが、コロナ感染拡大の政府の対応や大阪府の対応を確認しながら中止したり再

開催したりと本来の活動ができない1年でした。 

 本来は 4 月から開始予定であった摂津市との協働である「わんことがっこうプロジェクト」不登校の子どもたちへのパ

ーソナルドッグセラピーは摂津市からのご要望で夏休み明けからはじめることになりました。鳥飼東小学校、千里丘小学

校、三宅柳田小学校、千里丘第 1 中学校に訪問するとともに、学校に来ていない子どもさんには、スクール・ソーシャ

ル・ワーカー、担任の先生方と一緒に自宅まで訪問し、わんちゃんが子どもたちと先生方、母親と先生方を繋ぐきっかけ

になりました。その効果を学校教育課の担当者、校長先生、教頭先生、担任の先生方が実感していただくことができ、摂

津市の広報にも取り上げていただけました。引き続き2021年度も継続して協働させていただくことになっています。 

 四條畷学園大学 リハビリテーション学部で 2020年度の新 1年生から 動物介在療法 アクティビティ論Ⅰが新たに始

まりました。担当教授の野口裕美先生より学生向けに動物介在活動・療法を体験してもらう授業を依頼されていましたが、

オンライン授業となり、講義だけの概論と事例をお話させていただきました。 

 

 

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セミナー開催 

（内    容）  動物虐待と対人暴力の連動性/ペットと高齢者 山﨑恵子先生 

    （実施場所） 大阪市獣医師会セミナールーム 

    （実施日時）  2020年2月24日 10：30～16：30 

    （事業対象者）  一般・動物関係者 

    （収   益）  147,000円 （＠7,000×14 ＠5,000×7 ＠4,000×2 ＠2,000×3） 

    （費   用）  105,360円 （講師料＠100,000  講師.飲食料＠1,000円 チラシ印刷代金＠4,360）  

 



 

②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） 2020年1月6日 13：30～15：30 

    （事業対象者） 一般飼い主 

    （収   益）  17,000円（＠4,000×3＝12,000 ＠5,000×1＝5,000） 

    （費   用）  13,000円 （講師料、交通費・出張費含む） 

 

③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） 2020年2月3日 13：30～15：30 

    （事業対象者） 一般飼い主 

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

    （費   用）  11,000円 （講師料・交通費・出張料含む） 

 

④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） 大阪市城東区 東今福公園 

    （実施日時） 2020年4月6日 13：30～15：30 

    （事業対象者） 一般飼い主 

    （収   益）  19,000円（＠4000×3＝12,000 ＠5000×1＝5.000 ＠2,000×1） 

    （費   用）  13,000円 （講師料・交通費・出張料含む） 

 

⑤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） 大阪市獣医師会セミナールーム 

    （実施日時） 2020年6月8日 13：30～15：30 

    （事業対象者） 一般飼い主 

    （収   益）  25,000円（＠4000×5＝20,000 ＠5,000×1＝5,000） 

    （費   用）  17,000円 （講師料・交通費・出張料含む） 

 

⑥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） 大阪市獣医師会セミナールーム 

    （実施日時） 2020年7月13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・交通費・出張料含む） 

 



 

⑦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） 大阪市獣医師会セミナールーム 

    （実施日時） 2020年9月14日 13：30～15：30 

    （事業対象者） 一般飼い主 

    （収   益）  22,000円（＠4000×3＝12,000 ＠5,000×2＝10,000） 

    （費   用）  15,000円 （講師料・交通費・出張料含む） 

 

⑧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） 大阪市城東区 東今福公園 

    （実施日時） 2020年10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・交通費・出張料含む） 

 

⑨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） 大阪市城東区 東今福公園 

    （実施日時） 2020年11月9日 13：30～15：30 

    （事業対象者） 一般飼い主 

    （収   益）  20,000円（＠4000×5＝20,000） 

    （費   用）  15,000円 （講師料・交通費・出張料含む） 

 

⑩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 

（実施日時） 2020年2月14日  

    （事業対象者） 一般飼い主 

 （収   益）  18,200円（＠8,000×1 ＠6,800×1 ＠3,400×1） 

    （費   用）  18,090円 （講師料・交通費・出張料含む） 

 

⑪セミナーイベント開催 

（内    容） 愛犬撮影会 

（実施場所） 大阪府枚方市 山田池公園 

（実施日時） 2020年4月2日  

    （事業対象者） 一般飼い主 

 （収   益）  54,000円（＠10,000×1 ＠8,800×5） 

    （費   用）  44,000円 （カメラマン謝礼＠43,000 駐車場代＠1,000） 

 



 

（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） 住宅型有料老人ホーム大きな手鶴見橋 

（実施日時） 2020年1月20日、2月17日  13：30～14：30   3月以降はコロナ感染拡大のため中止 

  （事業対象者） 利用者 

  （収   益）  12,000円 （1月＠2000×2＝4,000 2月＠2,000×4＝8,000） 

（費    用）  6,000円 （1月謝礼＠1000×2＝2,000 2月謝礼＠1000×4＝4,000）  

 

②（内   容） 動物介在活動 

     （実施場所） 大阪市東住吉区 高齢者デイサービス Re Live杭全 

     （実施日時） 2020年6月19日、7月20日、9月3日、10月5日、12月7日13：30～14：30 

     （事業対象者） 利用者 

 （収   益）  22,000円 （6月＠4,000 7月＠4,000 9月＠2,000 10月＠4,000 11月＠4,000 12月＠4,000） 

      （費   用）  8,000円 （謝礼6月@1,000 7月@1,000 9月@1,000 10月@2,000 11月＠2,000 12月＠1,000） 

 

(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） 寝屋川市 すばる北斗作業所 

     （実施日時） 2020年1月20日、2月10日 13：30～14：30 

     （事業対象者） 障がい者 

 （収   益）  40,000円（＠20000×2） 

      （費   用）  30,000円 （謝礼＠5,000×6） 

 

②（内   容） 動物介在活動 

     （実施場所） 和泉市 ぽかぽかのおうち 

     （実施日時） 2020年7月8日、10月31日 13：30～14：30 

     （事業対象者） 障がい者 

 （収   益）  12,000円（7月＠6,000 10月＠6,000） 

      （費   用）  6,000円 （謝礼 7月＠3,000 10月@3,000） 

 

③（内   容） 動物介在活動 

     （実施場所） 大阪市東住吉区 児童デイサービス さーくる・ユイ 

     （実施日時） 2020年9月26日 13：30～14：30 

     （事業対象者） 障がい児 

 （収   益）  11,200円 

      （費   用）  6,600円 （謝礼＠3,000×2 駐車場代＠600） 

 

④（内   容） 動物介在パーソナルサポート 

     （実施場所） 大阪市城東区 東今福公園 

     （実施日時） 2020年7月5日、8月22日、9月19日、10月31日、11月21日、12月13日 10：00～11：00 



 

     （事業対象者） 障がい者（アルコール依存症・アスペルガー障害） 

 （収   益）  33,000円 （毎月＠5,500×6） 

      （費   用） 12,000 円 （謝礼＠3,000×4） 

 

⑤（内   容） 【摂津市との協働】 動物介在不登校サポート 

     （実施場所） 摂津市 鳥飼東小学校 千里丘小学校、千里丘第1中学校、三宅柳田小学校 

     （実施日時） 2020年8月5日、8月27日、9月3日、9月23日10月1日、10月8日、10月13日、10月22日、

10月26日、11月9日、11月12日、11月16日、11月18日、11月26日、11月30日、12月4日、

12月7日、12月10日、12月14日、12月21日、12月24日 14:30～ 16：30～ 

     （事業対象者） 不登校児 

 （収   益） 250,800円 （8月＠11,000×2 9月＠11,000×1 ＠15,400×1 10月＠11,000×4 ＠15,400×1 

11月＠11,000×6 12月＠11,000×7） 

      （費   用） 114,000円 （謝礼8月＠5,000×2 9月＠5,000×1 ＠7,000×1 10月＠5,000×4 ＠7000×1  

11月@5,000×6 12月＠5,000×7） 

 

⑥（内   容） 動物介在療法 アクティビティ論 講義  

     （実施場所） 四條畷学園大学 リハビリテーション学部 

     （実施日時） 2020年7月16日 13：15～14：45 

     （事業対象者） 新入生 

 （収   益）  10,800円 

      （費   用）  0円 

 

(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（ドッグセラピーに参加するためのお勉強会） 

     （実施場所） 大阪市鶴見区 ここる事務所 

     （実施日時） 2020年1月12日、2月9日 14：00～16：00 

     （事業対象者） 一般飼い主 

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

      （費   用）  講師料 0円 

 

Ⅳ 社員総会の開催状況 

 

 第1回 通常社員総会   

（日 時）  2020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  2019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  2019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  2020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  2020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）  2020年2月 4日 18時から 19時  

（場 所）  ここる事務所 

（内 容）     

1. 今後のコロナ感染拡大のなかでの活動について（3 月開催予定のグリーフケアセミナーの件含む）  

2. 摂津市 スクール・ソーシャル・ワーカー向けプレドッグセラピーの件 

3. 学習ツール読書介助犬プログラム研究助成の件 

 

 

第2回 理事会 

（日 時）  2020年11月 8日 18時から 19時 

（場 所）  大阪市 ここる事務所 オンライン 

（内 容）     

1. 摂津市 夏休み明けからの不登校児のパーソナルサポートの効果  

2. 2021 年度 ここる会員向け山﨑恵子先生のオンラインセミナーの内容について 

3. 2021 年度の活動について 

 

 


