
 

 

 

2021 年度事業報告書 

 

特定非営利活動法人 心織  

Ⅰ 事業期間 

 2021 年1 月1 日～2021 年12 月31 日 

 

Ⅱ 事業の成果 

2021 年度は緊急事態宣言が発令され活動自粛期間が長く、訪問させて頂いていた施設・事業所での活動は昨年よりもさ

らに減少しました。昨年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」さまは再開の目途が立っていない状態

です。このコロナ渦だからこそと新規のお問い合わせが 3 件あり、高齢者デイサービスでの活動を見学していただき、社

会福祉法人「ヤンググリーン」、「デイサービスセンターはらっぱ」さまで活動をさせて頂きました。有料老人ホームの

「YU生野」さま」、枚方市の「スマイルゲート」さまは保護者の方々の了解を得てからの開催になりました。 

今年度から、毎年開催してきた山崎恵子先生のセミナーは、ここるの会員向けに動物介在介入のお勉強会を毎月オンラ

インで開催いたしました。 

クラウドファンディングのプラットフォームである READYFOR さまからご連絡があり、助成金で作成できていなかった学

習ワークブック「わんちゃんとわたしの気持ち」をクラウドファンディングで初挑戦し、191名の方からご支援を賜りネク

ストゴールまで達成することができました。 

 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引き続

き、鳥飼東小学校、千里丘小学校、三宅柳田小学校、千里丘第 1 中学校に訪問し良い成果がみられました。新学期がはじ

まりましたが、コロナのため、なかなか訪問できていない状態です。 

 四條畷学園大学 リハビリテーション学部で 2021 年度は動物介在療法 アクティビティ論Ⅰでは、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、今年はセラピー犬 5 頭が大学を訪問し、新 1

年生とふれあいを体験していただきました。 

 コロナ渦のなかで、今できることに目を向けて、こつこつと活動する準備を整えてまいります。 

 

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）  動物介在介入に関するオンラインセミナー 山﨑恵子先生 

    （実施場所） オンライン（zoom） 

    （実施日時）  毎月第2 月曜日 19：00～21：00  （2021 年1 月11 日、2 月8 日、3 月8 日、4 月12 日、5 月10 日、 

6 月14 日、7 月12 日、8 月9 日、9 月13 日、10 月11 日、11 月8 日、12 月13 日） 

    （事業対象者）  一般 

    （収   益）  199,000 円 （＠20,000×9 ＠11,000×1 ＠2,000×4） 

    （費   用）  106,040 円 （年間セミナー代金＠105,600 振込手数料＠440） 

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） 大阪市城東区 東今福公園 

    （実施日時） 2021 年3 月8 日、10 月11 日、11 月8 日、12 月13 日 13：30～15：30 

    （事業対象者） 一般飼い主 

    （収   益）  64,000 円 （＠4,000×4＝16,000×4 回） 

    （費   用）  52,000 円 （＠13,000×4 回（講師料、交通費・出張費含む） 

 

（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） 2021 年3 月22 日、6 月28 日、10 月15 日、11 月18 日、12 月13 日13：30～14：30 

     （事業対象者） 利用者 

 （収   益）  22,000 円 （3 月＠4,000 6 月＠4,000 10 月＠4,000 11 月＠4,000 11 月＠4,000 12 月＠4,000） 

      （費   用） 9,000 円 （謝礼3 月@1,000 6 月@2,000 10 月@2,000 11 月＠2,000 12 月＠2,000） 

 

 ②（内   容） 動物介在活動 

     （実施場所） 東大阪市 デイサービスセンター はらっぱ  

     （実施日時） 2021 年11 月4 日10：30～11：30 

     （事業対象者） 利用者 

 （収   益）  12,000 円  

      （費   用）   6,000 円 （謝礼） 

 

(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） 2021 年1 月30 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）  5,500 円  

      （費   用）  3,000 円 （謝礼） 

 

②（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）  2021 年1 月7 日、14 日、18 日、25 日、28 日、2 月1 日、8 日、15 日、18 日、25 日、3 月1 日、8 日、11

日、15 日、22 日、7 月12 日、10 月5 日、11 月24 日、12 月2 日、13：55～ 14:30～ 16：00～ 16：30～ 

     （事業対象者） 不登校児 

 （収   益） 294,800 円 （1 月＠11,000×7 2 月＠11,000×5 3 月＠11,000×6 ＠19,800×1 4 月＠11,000×2 

7 月＠11,000×1 10 月＠11,000×1 11 月＠11,000×3 12 月＠11,000×1） 

      （費   用） 139,000 円 （謝礼1 月＠5,000×7 2 月＠5,000×5 3 月＠5,000×6 ＠9000×1 4 月＠5,000×2 

                   7 月＠5,000×1 10 月＠5,000×1 11 月＠5,000×3 12 月＠5,000×1) 

③（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） 2021 年7 月13 日 16：45～18：15 

     （事業対象者） 新入生 

 （収   益）  17,480 円（交通費含む） 

      （費   用）   7,000 円   謝礼 3,000 円（＠1,000×3 頭） 交通費4,000 円（＠1960+＠2,040） 

 

(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） 実施せず 

     （実施日時） 実施せず 

     

 

Ⅳ 社員総会の開催状況 

 

 第1 回 通常社員総会   

（日 時）  2021 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  2020 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  2020 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  2021 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  2021 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）  2021 年2 月 22 日 18 時から  

（場 所）  Line ミーティング 

（内 容）     

1. 今後のコロナ感染拡大のなかでの活動について  

2. 摂津市 不登校サポートについて 

3. READY FOR クラウドファンディング初挑戦について  リターンについて 

 

 第1 回 理事会  



 

（日 時）  2021 年4 月 13 日 18 時から  

（場 所）  Line ミーティング 

（内 容）     

1. ホームページよりドッグセラピーのお問い合わせについて  

2. READY FOR クラウドファンディング初挑戦について  リターンについて 

 

第2 回 理事会  

（日 時）  2021 年5 月 15 日 18 時から  

（場 所）  Line ミーティング 

（内 容）     

1. READY FOR クラウドファンディングの拡散について 

 

第3 回 理事会  

（日 時）  2021 年6 月 22 日 18 時から  

（場 所）  Line ミーティング 

（内 容）     

1. READY FOR クラウドファンディング途中経過とネクストゴールについて 

 

 

第4 回 理事会  

（日 時）  2021 年7 月 7 日 18 時から  

（場 所）  Line ミーティング 

（内 容）     

1. READY FOR クラウドファンディングネクストゴール達成について 

2. リターン手配と発送について 

 

第5 回 理事会  

（日 時）  2021 年9 月 28 日 18 時から  

（場 所）  Line ミーティング 

（内 容）     

1. READY FOR クラウドファンディング 学習ワークブックの作成・撮影会について 

 

第6 回 理事会  

（日 時）  2021 年11 月 20 日 18 時から  

（場 所）  Line ミーティング 

（内 容）     

1. ドッグセラピーの新規訪問先のスケジュールについて  

2. READY FOR クラウドファンディング 学習ワークブックの内容について 

 

 

第7 回 理事会 



 

（日 時）  2021 年12 月 23 日 18 時から19 時 

（場 所）  Line ミーティング 

（内 容）     

1. クラウドファンディング 学習ワークブックについて 

2. 2022 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. ペットの避難訓練について 

4. 2022 年度の活動について 

 

 


