
2019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３１年１月１日～令和元年１２月３１日

Ⅱ 事業の成果

特定非営利活動法人として設立して5年目の節目の年を迎え、セミナー等のイベントを開催するも鮮度感が失
われたのか、参加者が落ち込み、停滞感がぬぐえない様相になった。

そこで、こうした停滞感を払しょくするため、ペットライフネットの事業活動をあらためて広くアピールし、事業基盤を
確かなものにするため、10月に臨時社員総会を開催。条例指定NPO法人(大阪府の認定）に挑み、その後
に認定NPO法人（大阪市の認定）を取得することを目指すことした。
これに伴い、会員規約の変更、定款の変更、パンフレットの改定を行った。
また、「ゆうちょダイレクト」に口座を開設し、賛助会員からの寄附金等の払込みがスムーズにできるようした。
ある程度、仕組みは整ったが、条例指定NPO法人と認められるには、広報活動をはじめ、賛助会員の募集、
NPO会計のスキルの習得などなど、課題が山積している。

今年度で注目すべき事柄は、新しく正会員になってくださった芦澤千夏子さんのご紹介で、ソニー生命保険が主
催するセミナーに「『わんにゃお信託🄬』と『ペットのための遺言』」というテーマで講演ができた点だ。参加者は30名
足らずではあったが、東京で具体的にアピールできたことは大きな成果だといえる。
また、應典院や公益財団法人京都地域創造基金、あるいは葬儀会社・泉屋といった企業・団体からの講演依
頼がくるようになってきた。新しいネットワークができてきたように思われる。



Ⅲ 事業の実施状況
１ 特定非営利活動に係る事業

４月 ５月 ６月 8月

１１日（木） １９日（日） ２日 17日（土）

ペットの終活。私の終活。 みぎわ茶会 おひとりさまの犬猫茶会
ペットを愛する方のために誕生した新

サービスのご紹介

應典院 シニアレイジュアリイライフ汀 キャットソシオン
大阪市立総合生涯学習センター第

二研修室

「お寺終活祭」に招かれての講演。
奈良県五條市のペット可の老人施設

の閉鎖を避ける方法を考える

ひとり暮らしでペットを飼う人の身支

度、終活について「

ペットのために誕生した新しいサービス

３つを紹介

600部

・熊川サワコ（豊中市住生活コーディ

ネーター 、上級終活カウンセラー）
・かたづけねこの手：尾崎蜜柑

・ねこから目線：小池英梨子

・ケイ・コーポレーション：田中裕也

・６名（PLN会員３名）

・36名（PLN会員6名）

参加費 内訳
1,000円×3名＝

3,000円

エンディングノート

1,000円×1冊＝

1000円

エンディングノート

1,000円×2冊

＝2,000円

5000 4,000 32,000

会場費 5000 16300

設備費

5000

デザイン 20000

印刷代 4510

受付人件費

その他 2116 1205 648

2,116 11,205 41,458

5,000 -2,116 -7,205 -9,458

実施日時

事業名

実施場所

内容

チラシ印刷枚数

講師

・林英子（なら地域猫の会）

・藤崎茂子、朋子（富田林）

・今井敬子（岸和田）

・庄川（NPO法人おおさかねこ俱楽

部）

・土井ゆかり

・土井裕美子（橋本市市議）

参加者

バザー

寄附金

収入総計

会場費

講師謝金

その他

経費

支出総計

収支

１月 ２月

13日（日） 17日（日） １６日（土） ２３日（土）

犬猫茶会・ライブ新年会

ジャズとフラメンコのマリア～ジュ
エンディングノート書き方講座

犬と猫といっしょ！

家族の防災

設立５周年記念セミナー

愛するペットのために、悔いのない身じ

まいを！

バル　ミル ヒヤマ・クボタ法律事務所 アニマルハーモニー大阪
大阪市立総合生涯学習センター第

一研修室

新年をジャズとフラメンコとで祝うイベン

ト
エンディングノートの書き方と個人面談

アニマルハーモニー大阪とのタイアップに

よるペット同行避難セミナー

超高齢化社会の到来にそなえ、ペット

のためにやるべきことを考える

700枚 1200枚

・ジャズの弾き語り：ニコ・ハシモト

・フラメンコ：ロサ・チヨミ・ヨシカワ

・檜山洋子

・木村貴裕

・ＨＵＧゲームペット版：三浦律子

・迷子札ワークショップ：松原泰子

・吉川眞由美

・檜山洋子

・吉本由美子

・ＰＬＮ会員　4名

・一般　１７名

・ＰＬＮ会員２名（土田、大前）

・一般　１名
・一般　26名

・２８名（ＰＬＮ会員４名、マスコ

ミ１名、一般２３名）

参加費 内訳 ・1000円×１７名＝34,000円 1,000円×1名＝1,000 参加費無料 1,000×23名＝23,000円

エンディングノート

1,000円×1冊＝1,000

エンディングノート

1,000円×2冊＝2,000円

34,000 2,000 0 25000
会場費 5,000 23040
設備費 4500

20,000 20000 10000
デザイン 20,000 15000
印刷代 4,220 7240

受付人件費
その他 4,128 2,350 686

53,348 2,350 20,000 60,466

-19,348 -350 -20,000 -35,466

内容

会場費

講師謝金

実施日時
3月

事業名

実施場所

チラシ印刷枚数

講師

その他

経費

支出総計

収支

参加者

バザー

寄附金

収入総計



10月

24日（火）、25日（水） 29日（日） 6日（日） ９日（水）

大阪ガス「御堂筋ふれあいバザー」
公益財団法人京都地域創造基金の

設立10周年記念セミナー

「猫茶会」

猫のためのDIY
ドッグセラピー

大阪ガス本社前
同志社大學　室町キャンパス　寒梅

館　地下ハーディーホール
キャットソシオン れんげハイツ井高野

大阪ガス主催の社会貢献活動「御堂

筋ふれあいバザー」

公益財団法人京都地域創造基金に

ペット関係のNPO法人として招かれ、

スピーチをする。

猫と共生する住まいのDIY術
蒼い森の協力をえて、ドッグセラピーを

開催

100部

・Pawer.：大西結衣

・古都ねこ俱楽部：西谷景子

・ペットライフネット：吉本由美子

・かたづけねこの手：尾崎蜜柑＆ふさ ・蒼い森

・１０数名 ・11名（PLN会員2名）

参加費 内訳
1,000円×9名＝

9,000円

エンディングノート

1,000円×1冊

＝1,000円

10,000 10,000

会場費 5,000

設備費

デザイン

印刷代 2,545

受付人件費

その他 2,474

10,019

0 10,000 -19 0

9月

収支

内容

チラシ印刷枚数

講師

参加者

寄附金

収入総計

会場費

講師謝金

その他

経費

支出総計

実施場所

バザー

実施日時

事業名

11月 11月 12月

23日、26日、12月7日 30日（土） 14日（土）

泉屋「大終活博覧会」で講演
「わんにゃお信託🄬」と「ペットのための

遺言」

「猫茶会」

猫初心者にこれだけは伝えたい！！

ソニー生命保険株式会社　新宿ライ

フプランナーセンター第10支社
靭会館

ソニー生命主催によるペットライフネット

の活動紹介

100部 150部

・檜山洋子

・木村貴裕

・吉本由美子

・大前三千代

・吉本由美子

・高井田：泉屋社員10名

・瓢箪山：2組

・谷町：3組

・28名 ・６名（PLN会員１名、招待１名）

参加費 内訳 ・1,000円×4名=4,000円

エンディングノート

1,000円×4冊

＝4,000円

4,000 4000 130,000

会場費 4,000 58,340

設備費 4,500

55,000

デザイン 10,000 65,000

印刷代 2545 2,191 23,251

受付人件費 0

その他 133749 147,356

146294 6,191 353,447

0 -142,294 -2,191 -223,447

11月23日（土）：高井田

11月26日（火）：瓢箪山

12月7日（土）：谷町

実施日時

事業名

内容

チラシ印刷枚数

講師

参加者

バザー

年間収支合計

収支

寄附金

収入総計

会場費

講師謝金

その他

経費

支出総計

実施場所



Ⅳ 社員総会の開催状況

第5回通常総会
（日 時） 平成３１年 ３月２３日 午後 ５時１５分から午後 ５時３５分まで

（場 所） 大阪市北区梅田１－２－２－５００ 大阪市立総合生涯学習センター
（社員総数） １０名
（出席者数） １０名（うち委任状出席者5名）
（内 容）

第一号議案 平成３０年度（第五期）事業報告の件
議長は、平成30年度事業報告書案を示し、その承認を求めたところ、
全員意義なくこれを承認し、本案は可決された。

第二号議案 平成３０年度（第五期）会計報告
議長は、平成30年度会計報告書の案を示し、その承認を求めたところ、
全員意義なくこれを承認し、本案は可決された。

第三号議案 平成３１年度（第六期）事業計画
議長は、平成31年度事業計画案を示し、その承認を求めたところ、
全員意義なくこれを承認し、本案は可決された。

第四号議案 平成３１年度（第六期）予算案
議長は、平成31年度予算案を示し、その承認を求めたところ、
全員意義なくこれを承認し、本案は可決された。

第五号議案 役員改選
議長は、平成31年度の役員改選にともない、再任を求めたところ、
全員意義なくこれを承認し、本案は可決された。

第1回臨時総会
（日 時） 令和元年１０月１１日（金） １０時３０分～１２時

（場 所） 大阪市北区南扇町１－３ ミルフェスト北堀川２階 ヒヤマ・クボタ法律事務所
（社員総数） １０名
（出席者数） ９名（うち委任状出席者４名）
（内 容）

第一号議案 認定NPO法人の取得の件
議長は、認定NPO法人の取得について、変更案を示しその承認を全員に
諮ったところ、全員異議なくこれを承認し、本案は可決された。

第二号議案 会員制度の改正の件
議長は、会員制度の改正案を示し、その承認を求めたところ全員異議なく
これを承認し、本案は可決された。

第三号議案 定款変更の件
議長は、定款変更の案を示し、その承認を求めたところ全員異議なくこれを承認し、
本案は可決された。

第四号議案 設立６周年記念セミナーの件
議長は、設立６周年記念セミナーの企画案を示し、その承認を求めたところ、
全員異議なくこれを承認し、本案は可決された。

第五号議案 議事録署名人の選任の件
議事録署名人について、議長から本日出席の木村貴裕と山本光子の２名を
指名したところ、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 令和元年7月8日（月）
（内 容） 第一号議案 ソニー生命保険株式会社主催「わんにゃお信託🄬」のセミナーへの

取組について

第2回理事会 令和元年8月26日（月）
（内 容） 第一号議案 「認定NPO法人」の取得について

第二号議案 ソニー生命保険株式会社主催「わんにゃお信託🄬」のセミナーについて
第三号議案 里親ネットワークについて

第3回理事会 令和元年11月12日（火）
第一号議案 ソニー生命保険株式会社主催「わんにゃお信託🄬」のセミナーについて

以上


