平成２６年度事業報告書
特定非営利活動法人 ペットライフネット
Ⅰ 事業期間
平成２６年１月６日～平成２６年１２月３１日
Ⅱ 事業の成果
平成２６年度は、ＮＰＯ法人設立初年度ということもあり、ペットライフネットの認知拡大を第
一義にホームページを開設し、情報提供に努めた。また、「設立記念セミナー」を皮切りに３カ月に
一度のペースでセミナーを開催し、ペットを飼う人たちとの交流を図った。
また、ペットライフネットの事業目的である「シニア世代の終生飼育を支援する」ために不可欠
となるボランティア・ネットワークスとの連携を強化するため、共同でバザーを展開した。
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）
ＮＰＯ法人ペットライフネット設立記念セミナー
『高齢者がペットと共に暮らせる社会をめざして』
（内 容）
ペットライフネットが平成２６年１月６日にＮＰＯ法人として設立した
ことを広くアピールするために、ペット関連事業者、動物愛護団体等を
対象としたセミナーを開催。ペットライフネットの事業目的と今後の活動
への支援と協力を求めた。
メディアからの取材もあり、開始後産経新聞で大きく報じられた。各方
面からの期待を背負っての船出となった。
（実施場所）
ドーンセンター
（実施日時）
平成２６年１月１１日（土） 午後２時～４時３０分
（事業の対象者）ペット関連業者、動物愛護団体、ペット飼養者など、51 名
（収 入）
52,000 円 （資料代 1000 円×参加者 51 名、寄附 1000 円）
（支 出）
19,330 円 （会場費、会場設備費）
（２） （事業名）
（内 容）

ペットの健康としつけ相談会『ずっと、一緒に暮らしたい！』
日本で飼われている犬の約半数が、７歳以上のシニア犬という現状を
踏まえて、愛犬の「老い」をテーマに健康相談会を開催した。
参加人数は１０名を切ったが、和やかななかにも真剣な質疑応答が
繰り返された。
（実施場所）
市民活動スクエア CANVAS 谷町
（実施日時）
平成２６年３月２３日（日） 午後１時３０分～４時３０分
（事業の対象者） ペット飼養者など、8 名
（収 入）
8,000 円 （資料代 1000 円×参加者 8 名）
（支 出）
28,075 円 （会場費、セミナー手伝い人件費、車両費他）

（３） （事業名）
（内 容）

シニア犬の健康と介護の相談会『愛犬を寝たきりにさせない飼い方』
前回のセミナーを引き継ぎ、今回は老犬の健康と介護をテーマにした。
「寝たきりにさせない」を合言葉に、最期の最期まで散歩ができる飼い
方を紹介した。
会場の定員を上回る応募があった。また、設立セミナーから引き続き
参加している方もあらわれるなど、認知度と信頼度が徐々に浸透しはじ
めている。
（実施場所）
大阪市立総合生涯学習センター第８研究室 （大阪駅前第２ビル５階）
（実施日時）
平成２６年７月２７日（日） 午後１時３０分～４時３０分
（事業の対象者） ペット飼養者、ペット関連業者など、24 名
（収 入）
24,000 円 （資料代 1000 円×参加者 24 名）
（支 出）
11,760 円 （会場費、セミナー手伝い人件費）

（４） （事業名）
（内 容）

『スマホで撮るペット写真』
幅広いペット飼養者にペットライフネットの活動を知ってもらうため、
ペット写真の撮り方講座を開催した。関心度を高めるため、“スマホで
撮る”というキーワードでアピールした。
しかし、「縁活」パンフレットをはじめ、読売新聞、産経新聞等がイ
ベント予告記事を掲載してくれたが、参加者は伸びなかった。

（実施場所）
（実施日時）
（事業の対象者）
（収 入）
（支 出）

あべのハルカス近鉄本店 タワー館７階 街ステーション 「縁活」
平成２６年８月１７日（日） ①午後１時～ ②午後３時～
ペット飼養者などなど、11 名
5,500 円 （資料代 500 円×参加者 11 名）
3,800 円 （会場費）

（５）（事業名）
（内 容）

“私のペット”人気写真コンテスト
「スマホで撮るペット写真」の第２弾と位置付け、ペット写真を募集
し、ＷＥＢおよびあべのハルカス近鉄本店のギャラリーで人気投票を実
施した。
ＷＥＢコンテストは人気ブロガーが参加していることもあり、投票数
が大きく伸びるなど、一定の成果を得た。
（実施場所）
あべのハルカス近鉄本店 タワー館５階 縁活 WALL GALLERY
（実施日時）
平成２６年９月２５日（水）～１０月７日（火）
（事業の対象者） ペット飼養者などなど、10 名
（収 入）
0 円 （応募は無料とした）
（支 出）
3,800 円 （会場費）

（６）（事業名）
（内 容）

大阪ガス・ガスビル前での「御堂筋ふれあいバザー」への出店
ボランティア・ネットワークスの方々との協働で、「御堂筋ふれあい
バザー」に出店。保護犬・保護猫を飼うことを広くアピールするととも
に、わずかでも活動原資に得るために実施した。
（実施場所）
大阪ガス株式会社 本社前
（実施日時）
（第一回）平成２６年９月１９日（金） 午前１１時～午後６時半
（第二回）平成２６年１１月５日（水） 午前１１時～午後６時半
（事業の対象者） 御堂筋の通行客
（収 入）
14,900 円
（支 出）
6,061 円 （旅費交通費など）
（７）（事業名）
情報発信事業
（内 容）
ＮＰＯ法人ペットライフネットの活動を広く知ってもらうために、
ホームページの開設と当法人の概要を紹介するパンフレットを作成した。
（実施時期）
セミナー―やイベント開催時など随時
（支 出）
ボランティアからの助成により無料

Ⅳ 社員総会の開催状況
第１回通常総会
（日 時）
平成２６年９月２２日（月） １０時３０分～１２時
（場 所）
大阪市北区西天満３丁目１４− １６ 西天満パークビル 3 号館 7F
エートス法律事務所
（社員総数） 11 名
（出席者数） 6 名（うち委任状出席者 5 名）
（内 容）
第一号議案 平成２６年度（第一期）事業報告
第二号議案 平成２６年度（第一期）会計報告
第三号議案 平成２７年度（第二期）事業計画
第四号議案 平成２７年度（第二期）予算案
第五号議案 会員規約ならびに終身飼養契約書策定報告
Ⅴ 理事会その他の役員会の開催状況
第１回理事会
（内 容）
第２回理事会
（内 容）
第３回理事会
（内 容）
第４回理事会

平成２６年２月１０日（月）
第一号議案 ３月実施のセミナー『ずっと、一緒に暮らしたい！』の件
平成２６年２月１８日（火） １０時３０分～１２時
第一号議案 監事退任と新監事選出の件
平成２６年５月１３日（火）
第一号議案 ７月実施のセミナー『愛犬を寝たきりにさせない飼い方』の件
平成２６年６月９日（月）
第一号議案 ８月実施のセミナー『スマホで撮るペット写真』の件
第５回理事会 平成２６年７月１６日（水）
（内 容）
第一号議案 ペットライフ信託の契約書の件

第６回理事会 平成２６年８月２６日（火）
（内 容）
第一号議案 ペットライフ信託の契約書の件
第二号議案 社員総会の件
第７回理事会 平成２６年１０月２０日（月）
（内 容）
第一号議案 終生飼養契約書（ペットライフ信託）の件
第二号議案 設立１周年記念セミナーの件
第８回理事会 平成２６年１２月２６日（木）
第一号議案 設立一周年記念セミナーの件
第二号議案 ペットライフ信託の名称変更と商標登録の件

