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平成２８年５月１８日 

第 10回通常総会資料 

［第１号議案］ 
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東日本大震災から 5 年目の平成 27 年度は様々な方面で節目となる 1 年間でした。まず、第 3

回国連防災世界会議(平成27年3月開催)に出展参加するにあたって作成したパネルや資料を大

いに活用し、年間を通して「災害に備えるペットとの暮らし方」を各方面で啓発することがで

きました。阪神淡路大震災までさかのぼって検証し、本会の体験と支援活動から見えたことを

照らし合わせ「学んだこと」としてまとめたことは、備えることの大切さを改めて実感する機

会となる大きなことでした。 

また、構成団体の一員として皆さんからご協力を頂いてきた仙台市被災動物救護対策本部が平

成 28年 3月 31日をもって解散し、今後は仙台市動物救護連絡会の一員として被災した方とペ

ットの穏やかな暮らしをサポートしていく事になりました。 

 

さて、本会の主活動である動物介在活動は、継続している施設での活動が無事終了しました。

動物介在教育は継続中の施設に加えて、後期から仙台市協働で小学校 7校を訪問しました。近

年の課題であった活動動物不足の中、参加の皆さんや各担当スタッフにおいて調整に大変な苦

労がありました。そこで、仙台市主催のセミナーやしつけ方教室において柴内先生や千葉先生

から新しい活動プログラムや動物の参加基準など具体的に学ぶ機会を得て、活動に反映するこ

とができ一つの方向性を見出すことにつながりました。とはいえ、充実した活動を行うために

は年間の見通しと内容の精査を忘れてはならないところです。 

 

動物愛護事業に関しては、「災害時ペット同行避難」に絡めて、避難所で飼い主と一緒に過ごせ

るよう日頃のしつけや散歩のマナーの大切さなどを出前講座や区民まつりなど各場面で啓発し

ました。また、例年通り仙台市動物管理センター（アニパル仙台）と譲渡事業に関する覚書を

交換し、譲渡候補犬のシッター業務の安全確保に努めました。アニパル仙台との意識の共有が

シッターの環境の改善につながることを実感しました。時に悲しい別れに心痛めても、次にま

た入ってきた動物たちに心を寄せて、新しい家族につなげようと日々のお世話を再開する会員

の皆さんには頭が下がりました。 

その他、幅広い方面から活動の要望があり、目的はそれぞれでも「人と動物が幸せに暮らす街」

をめざす活動に積極的に関わることができました。 

 

本会の事業は、会員の皆さんのご理解とご協力により成り立っています。様々な形でのご協力

に心より感謝申し上げます。ありがとうございました。 

 
 
 
 
 

総括 
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１．動物介在活動・介在療法・介在教育並びに不登校に係わる事業 
 
≪活動報告≫ 

＊トリック：活動参加動物の得意芸 ＊ハンドラー：自身のペットを連れ活動に参加する会員 

＊サポーター：ペットを連れずに活動に参加する会員 

 

活動形態 動物介在活動／高齢者／集団 

施設名 医療法人社団 清山会  

いずみの杜診療所 （仙台市内） 

目 的 地域在住の高齢者が、健康を維持して住み慣れた町で暮らす事ができるように、

自主的に開催している「健康教室」において、動物と共に活動することにより、

精神的にも身体的にも活動性が高められる事を目的とします。 

概 要 <実施日> 3/13   参加動物種：犬 

対象者数:17名・職員 4名 

参加数：従事者 12名・犬 4頭 

 

<活動場所> 永和台集会所 

<活動内容> 向陽台地域包括支援センター（清山会が仙台市に委託され運営し

ています）が関与している地域の高齢者（健康教室参加者）を対象とした活動

です。 

成 果 今年度は従来の内容から一新し、屋内での体操、屋外での散歩を同時並行して

行いました。屋内ではエーキューブ会員による尺八の演奏に合わせて「北国の

春」を歌いながら、犬と一緒に体操をしました。屋外では、お一人ずつ交代で

犬との散歩で、対象の方の状態や興味に合わせて、数ｍから 100ｍ程度犬と一緒

に歩きました。これらを２グループで交代で行い、実施前には「寒いから」、「足

腰が痛むから」と外に出る方は限られ、交代は無理ではないかとの話も地域の

方からありましたが、散歩の効用の話を聞いたり、犬に誘われたためか、予定

通り、交代で実施する事ができました。 

尺八の生演奏で、「なお良かった」との声が聞かれたり、犬が苦手と言われてい

た方が、散歩後のふれあいで笑顔が見られたりと、参加された方々に喜んで頂

けたと思います。また、単なる体操、散歩と異なり、犬の存在により、集中力

やその場の一体感が高められたり、共通の話題ができるといった効果がみられ

たと思います。最近は、「介護予防」が盛んに言われ、健康教室も頻回に行われ

ておりますが、動物と一緒に行う事は殆ど無く、一緒に企画をした地域包括支

援センターの方も興味を持たれ、別の地域での介護予防教室でも実施していけ

れば、との話もありました。 

 

事業報告 

 



 - 4 - 

活動形態 動物介在活動／高齢者（認知症）／集団 

施設名 医療法人社団 初心会  

杜のホスピタル・あおば （仙台市内） 

目 的 入院の対象者 15名とデイケアの対象者 15名の混在型に対し、動物とのふれあ

いを通して心身の活性化や情緒の安定を図り、日々の生活への意欲を引き出す

など、単調な時間になりがちな日常の中での楽しみや癒しとなることを目的と

しています。 

概 要 <実施日> 全６回   参加動物種：犬  

①  6/17・対象者数：30名・従事者数： 12名・犬：4頭 

②  7/15・対象者数：30名・従事者数   11名・犬：3頭  

※特別参加者：作業療法士実習生 1名・対象者の家族 1名 

③  8/19・対象者数：32名・従事者数： 12名・犬：4頭 

※特別参加者：療護センター主任 1名見学 

④ 11/18・対象者数：32名・従事者数： 10名・犬：4頭 

⑤ 12/16・対象者数：28名・従事者数： 11名・犬：3頭 

※特別参加者：対象者の家族 2名 

⑥  1/20・対象者数：28名・従事者数： 10名・犬：4頭 

             参加のべ数：従事者 66名・犬 22頭 

<活動場所> 杜のホスピタル・あおば１Fディルーム 

<活動内容> 前半後半 15分ずつの 2部制混在型の対象者と犬とのふれあいやトリ

ック披露、さらにボランティアとの会話を深め、対象者参加型のトリックを展開するな

ど、対象者それぞれの状態に応じた関わりが持てるような活動を心がけています。    

成 果 認知症の高齢者を対象に行う活動で、参加犬を固定したり、繰り返し行動を取り入れ

ることにより認知症の方も覚えていられる貴重な活動となっています。施設職員の担

当が 3 ヶ月交代の為、毎回欠かさず活動前の打ち合わせを大切に行ってきました。

入院施設、保育園、食堂を併設している為、衛生面にもとても気を遣う施設ですが、

初参加の犬の受け入れにもご理解頂き、対象者を選んで参加させるなどの協力体

制もでき、それに応える為にも充分配慮し実施させて頂きました。今年度はグループ

ホーム「みたき」という施設からの参加もありましたが、全体の人数は 2 名増えるだけ

に調整して頂き、余り参加犬に負担が掛からないようにしました。今年度も対象者が

3 つのグループに分かれ、犬も担当制にして、ハンドラーは全ての方とふれあいをし

なければと思う気持ちが和らぎ、ゆったりとした活動になったと思います。それでも前

半・後半と犬は少なくとも 2ヶ所は回ることが出来て喜んで頂けたかと思います。対象

者が活動中、目の前の犬に対する興味だけではなく、犬の名前や姿を記憶にとどめ

ていて下さる方が増えてきたとお聞きし、活動日以外の日にも病棟スタッフに確認を

されたり、また活動中にも犬の普段の生活やしつけのことなどをハンドラーに質問し

たり、名前を呼んで下さった方がありました。それと同時に初めて参加する犬も気持

ち良く受け入れて下さり、気に掛けて頂くシーンも見られました。続けて参加している

犬もハンドラーも施設の雰囲気によく馴染み、何より頑張っている犬達が、大きなスト

レスを感じることなく活動を楽しんでいることが、対象者やスタッフの方に良い影響を

与えていると感じています。       ※活動報告会実施 H28.2/17 
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活動形態 動物介在活動／成人／集団 

施設名 社会福祉法人 なのはな会 障害福祉サービス事業所 生活介護 

こまくさ苑 （仙台市内） 

目 的 参加動物・飼い主とスタッフが訪問し、重度知的障がい者（通称：ゲンデル）

の方と約 30 分の時間を過ごします。身体や視覚・聴覚が不自由な方には施設

担当者が付き添いながら、動物とのふれあいを楽しみます。職員の方と綿密な

打ち合わせをしながら、対象者の状態（体力や視覚・聴覚・触覚・会話等）に

合わせ、動物とのふれあいが対象者に良い刺激となるような活動を行うことを

目的としています。 

概 要 <実施日> 全５回  参加動物種：犬 

①  6/ 3・対象者数：6名・従事者数： 9名・犬：3頭 

②  6/30・対象者数：7名・従事者数：10名・犬：3頭 

③ 10/ 7・対象者数：6名・従事者数：10名・犬：3頭 

④ 11/ 4・対象者数：7名・従事者数： 9名・犬：3頭  

⑤ 12/ 2・対象者数：7名・従事者数： 7名・犬：2頭   

             参加のべ数：従事者 45名・犬 14頭 

<活動場所> こまくさ苑 ゲンデルルーム・苑庭 

<活動内容> 毎年同じゲンデルの対象者に少人数でのゆったりとした活動を

行います。車いすの方は車いすからおりて畳にあがったり、普段寝ている方が

車いすに乗って犬とお散歩したりとかなり活動範囲が広がった内容になりま

した。対象者一人一人に合わせたきめ細やかな活動となっています。 

成 果 今年度も重度障がい者の対象者と犬との交流をどのような形で展開していく

かが施設側との打合せのテーマとなりました。昨年から試行していた犬との散

歩を全員に体験させたいという要望があり活動内容を調整していきました。施

設職員の方も対象者の方々の動作確認や体調・気持ち等を詳しく説明して下さ

り、次の活動に反映させることができました。天気が良ければ苑庭での散歩、

天気が悪ければ苑内廊下での散歩を中心にふれあいやトリックを織り交ぜ、対

象者一人ひとりにも対応出来るよう工夫をしました。車椅子での散歩に対して

も毎回担当の先生と相談し、犬の安全を十分に配慮し、個々の犬の状態に合わ

せて一緒に散歩を楽しむような方向で活動が出来たと思います。体重の軽い犬

は車椅子の対象者の膝に乗り、中型、大型犬は、リードを短くしてより犬と散

歩をしている気分を味わって頂き、好評でした。室内でのふれあいでは、対象

者の方がその犬に何かをしてあげたいという意思表示も現れ、犬にマッサージ

をしたり、おやつをあげたり、トリックのコマンドを出したりと、犬達も楽し

い体験が出来、中には対象者と犬がまったりと寄り添って優しい表情になり、

うとうとするシーンも見られ、良い形態になりました。活動の始まりと終わり

を対象者に理解して頂くために、最初の犬紹介、最後の一芸披露が導入されま

した。活動を終える度に先生からの要望や、対象者のご家族に活動の様子を話

した結果など記入して下さり、次回も喜んで頂ける活動にしようという意欲を

私達にも頂けた活動になりました。今年度も対象者が名前や顔を覚えている犬

や人達が集い、新しい顔ぶれを温かく迎え入れて下さった事も、息の長い活動

にするために大切な事と思いました。   活動報告会実施 H28.3/2 
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活動形態 動物介在活動 ／児童・成人／集団／仙台市協働 

施設名 仙台市動物管理センター 

目 的 『夏休みふれあいわんにゃん教室』動物とのふれあい・散歩体験 

概 要 <実施日> 全２回  参加動物種：犬・猫 

対象：犬や猫を飼っていない小学生親子 各回 10組（2回の合計参加数 55名） 

① 7/25・対象親子 10組・従事者数：10名・犬：4頭／センター職員・猫 

② 7/30・対象親子 10組・従事者数： 8名・犬：3頭／センター職員・猫 

参加のべ数：従事者 18名・犬 7頭  

<活動場所> 仙台市動物管理センター ホール＆会議室 

<活動内容> 犬や猫のさわり方やしてはいけない事、体の仕組みや行動、散歩

の仕方等を獣医師や会員が説明した後、ふれあいや散歩体験をし、最後に猫の

爪とぎやおもちゃ・犬の折り紙・飼い主へのメッセージカード作りをしました。 

成 果 スタンプラリー形式の為、子供達はふれあい・心音を聞く・お散歩・お世話の

仕方等、色々な経験ができました。散歩が特に人気で、初めてリードを持つ子

供達の満足そうな笑顔が多く見られました。暑い時期、外での散歩は大変です

が、各犬の得意分野で無理なく活躍でき、活動経験の少ない犬にも負担が少な

く活動できました。工作教室では、愛護ポスターや猫の爪とぎなど子供達の個

性があふれる素敵な作品が出来上がりました。スタンプラリーの項目が多く、

誘導しましたが、全部スタンプを押せない子供が多くいました。 

 

活動形態 職場体験・見学における動物介在活動／児童・生徒／集団／仙台市協働 

施設名 仙台市適応指導センター 児遊の杜 各杜のひろば（仙台市内） 

目 的 施設や働く職員の様子を見学し、ボランティアの役割体験を通して動物愛護や人と

の関わりを深めるとともに、自立心を養う、との参加側のねらいをサポートします。 

概 要 <実施日> 全３回  参加動物種：犬猫 

① 12/ 8・対象者数： 7名・従事者数： 5名 

② 12/10・対象者数：12名・従事者数： 2名 

③ 12/15・対象者数：12名・従事者数： 6名  参加のべ数：従事者 13名 

<活動場所> 仙台市動物管理センター 会議室＆ホール 

<活動内容>  

動物管理センターの施設説明・見学および譲渡候補犬猫とのふれあいやお世話の一

部を体験。動物の特徴を譲渡会でアピールするメッセージカードを作成しました。 

成 果 

 

今年新しく開設したひろばが加わり 7 つになった杜のひろばと児遊の杜の児童

生徒達が公共交通機関を利用して参加しました。所長から「動物と仲良くなろ

う・動物の良い所を見つけよう」の課題が出されると、職員や本会員のサポー

トを受けながら応援グッズの製作やお世話など真剣に取り組む姿が見られまし

た。初めての場所で、初対面の職員とボランティアが多い中、動物の存在が緊

張をほぐし、さりげない会話で盛り上がったり、老犬への配慮などの質問を受

ける場面もありました。１日だけでも様々な立場で動物と関わる姿に接した事

で多様な働き方を知る機会になり、好きな動物とふれあう貴重な経験もできた

事を、終わりの会の大勢の前でお礼の言葉を楽しそうに話す姿が印象的でした。

担当の先生から、「今後の自信につながる体験になった」と報告を頂きました。 
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活動形態 動物介在活動／児童・生徒／集団／仙台市協働 

施設名 仙台市適応指導センター 児遊の杜 （仙台市内） 

目 的 不登校の児童生徒が困難を乗り越えて通級し始める不安な時期に、犬の存在をき

っかけに、会員と自然にコミュニケーションがとれるようになることや、様々な

学年の複数の児童生徒が同じ空間で犬が存在しながら一緒の時間を共有するこ

とにより、他者との関係作りに一歩踏み出すきっかけに関与します。 

概 要 <実施日> 全５回     参加動物種：犬 

対象：小学 5年生～中学 3年生の青空スペース(小集団)＋個別対応の児童生徒 

① 11/ 5・対象者数： 7名・従事者数：5名・犬：2頭  

② 12/ 3・対象者数： 8名・従事者数：5名・犬：2頭  

③  1/14・対象者数： 9名・従事者数：5名・犬：2頭  

④  2/ 4・対象者数： 9名・従事者数：4名・犬：2頭 

⑤  3/ 3・対象者数： 9名・従事者数：5名・犬：2頭  

参加のべ数：従事者 24名・犬 10頭 

<活動場所> 仙台市適応指導センター 児遊の杜 3階教室 

<活動内容>  

会の基準をクリアした犬と会員が訪問し、通級生の児童生徒や担当相談員の先生

と 45分間一緒に過ごします。小集団の中で、個々が犬と信頼関係を築いていく

様子を見守ります。犬との挨拶の仕方やさわり方を伝えながら「犬についていろ

いろ知りたい」「飼い主をどう思っているのか」の疑問に答える内容（お世話の

仕方、体のしくみ、同行避難、最後まで家族の一員等）を組み入れました。気持

ちを自然に言葉や態度に出せるきっかけ作りを工夫しました。 

成 果 指導主事の先生方のご協力で、所長や相談員の先生方の理解がますます深まり、

安全で穏やかな活動を行う事ができました。準備や片付けも積極的に手伝ってい

ただき、回を重ねるごとに一緒に活動を作り上げていく手応えを実感しました。

また、児童生徒の様子や出欠状況を毎回事前報告していただいたので、より集中

して子どもに寄り添うことができました。 

個別に通級する子ども達が週 1回小集団活動を行う中で、月 1回の犬と一緒の 

活動は、犬が苦手な子どもや興味のない子どもにとっては参加し難い活動にな 

ります。動物好きな子ども達も含め担当の先生方がきめ細かく働きかけ、きっか

けを作ってくださり、活動参加に結びつきました。本会としてもベテランスタ 

ッフと穏やかな小型犬が継続して参加できるよう、皆さんにご協力いただいた結 

果、子ども達にとって顔見知りの安心感となって、継続参加につながりました。 

自分と他者の間に犬が居る事でリラックス感を憶え、少し頑張って小集団活動 

に参加する事で「緊張はあっても犬がおりこうなのでふれあいができて良かっ 

た」と動物が苦手な子どもの感想がありました。最終回では、「ペットとの別れ、

お見送り」というテーマに初挑戦しましたが、信頼関係を積み重ねてきた事で、

互いの感情が湧き出る一体感が生まれ、子ども達の思いが自然に表現できた活動

になりました。知識の習得をしつつも、いつも変わらない犬との愉しいひと時が

そこにある、そのような活動を来年度も実践できたらと思います。 
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活動形態 動物介在教育／児童／集団／仙台市協働 

施設名 西多賀市民センター・児童館（仙台市内） 

目 的 「みにたこ広場 in 西多賀」 

主催：長町南児童館、西多賀児童館、太白区中央児童館、郡山児童館 

共催；太白区中央市民センター 

 

概 要 ＜実施日> 9/15  参加動物種：犬・うさぎ・モルモット・ハムスター 

対象者数：乳幼児親子 1回目 15組・2回目 12組・3回目 3組 

動物管理センター  4名 

他 1名・うさぎ(6)・モルモット(1)・ハムスター(6) 

参加 数：従事者 6名・犬 3頭 

<活動場所> 西多賀市民センター・児童館 

<活動内容>  

活動開始前に、会場入り口ロビーにて、「犬とふれあう前のお約束」を参加親子

にレクチャーし、その後、会場の犬・猫・うさぎ・モルモット各エリアで会員・

センター獣医師・スタッフがそれぞれの動物との挨拶や正しいさわり方・おやつ

のあげ方を説明しながら、親子で動物とふれあいます。ふれあい後には危険回避

の方法やさわってはいけない時についても学びます。 

成 果 幼児連れの母親を対象とした太白区の 4か所の児童館合同の催しで、日頃子育て

で大変な母親をねぎらうという目的のイベントであったため、本会以外にもハン

ドマッサージや絵本の読み聞かせ等、サポートの団体が参加していました。 

動物とのふれあい体験には、参加親子 45組とのことで 15組×3グループに分け、

各回共、ふれあう前のお約束や挨拶の仕方をお話ししてからふれあいを行いまし

た。恐る恐る手を伸ばしてくるお子さんもあれば、積極的に触りに来るお子さん

もあり、中にはお母さんが触りたいという方もありました。当初の目的がお母さ

んの癒しでもあり、他のブースに人が流れたこともあって 15組という当初の予

定より各組少なかったので、ゆっくりふれあいをしていただきました。 

ふれあいにうさぎやハムスター等の小動物をつれたボランティアも参加してお

り、市民センターとの打ち合わせでは別の場所で活動するとのことであったの

に、実際には同室の狭い空間に一緒にいることとなり、犬がうさぎに反応してし

まったりと、想定外の注意を払わなければならなくなり、事故なく活動が終わっ

たものの、今後他団体とのセッションには課題が残った活動でした。 
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活動形態 動物介在教育／児童／集団／仙台市協働 

施設名 仙台市立小学校  計７校 

原町・生出・太白・将監西・鶴谷・中野栄・木町通 各小学校 

目 的 動物（犬）とのふれあいを通し、動物（犬）のあたたかさや命の大切さを知る。 

各学校の様子や先生方の希望・ねらいを取り入れながら、 

それぞれ国語科・生活科・道徳の授業の一環として行った。 

「どうぶつふれあいきょうしつ」原町小学校 

「犬と仲良くなろう」生出・太白・将監西・鶴谷・中野栄・木町通 各小学校 

概 要 <実施日> 全７回  参加動物種：犬   すべて 45分授業 

10/ 1  原町小学校 1年生 79名  体育館  5校時 

従事者数： 12名・犬 7頭 /先生 6名 /動物管理センター4名 

12/ 7  生出小学校 1年生 8名   1年 1組の教室  5校時 

従事者数： 2名・犬 1頭 /先生 2名 /動物管理センター1名 

12/14  太白小学校 2年生 48名  体育館  5校時 

従事者数： 9名・犬 4頭 /先生 5名 /動物管理センター3名 

1/21  将監西小学校 2年生 39名  体育館  5校時 

従事者数： 7名・犬 5頭 /先生 4名 /動物管理センター4名 

2/ 1   鶴谷小学校 1年生 65名  体育館  5校時 

従事者数： 11名・犬 6頭 /先生 4名 /動物管理センター4名 

2/12   中野栄小学校 1年生 89名・特別支援学級数名   体育館 5校時 

従事者数： 9名・犬 7頭 /先生 4名  

動物管理センター5名・他 1名・犬 1頭(センター譲渡犬と飼い主) 

2/25   木町通小学校 1年生 74名  多目的室 2校時 

従事者数： 10名・犬 7頭 /先生 4名＋校長・見学者 5，6名 

動物管理センター6名・見学 1名 / 講師 1名・犬 1頭 

    ※従事者側は、動物介在活動ボランティアセミナーの一環として、 

赤坂動物病院獣医師を講師に招き、実地指導を受ける 

参加のべ数：従事者 60名・犬 37頭 

成 果 現在アレルギー問題等で動物を飼育していない学校や、マンション住まい等で動

物を飼っていない家庭が多く、犬の散歩等を見かける場面が少ない地域もあるそ

うです。今回の犬とのふれあいを通し、子ども達は動物への親しみが増し、生き

物の命を大切にする気持ちが育つきっかけとなったり、犬の様子をよく観察し

「大きさ」「色」「形」「どんな動き」「さわるとどうかんじるか」気づいたことを

文章に表すことができたようです。（後日児童の感想・絵を頂きました）また、

犬とふれあう前の約束・挨拶の仕方・さわり方・危険回避・さわってはいけない

場面等のプレゼンテーションで、犬の気持ちや、犬を悪者にしないことも学んで

もらいました。今年度は、活動日が近い中で会員・犬の調整に苦労しましたが、

活動前の犬の準備（シャンプー等）や活動内容について、11/25に柴内裕子先生、

2/24,25に千葉陽子先生より具体的なご指導を頂き、すべて安全・無事に行うこ

とができました。特に少ない人数・頭数での実施として、今回初めて、犬 1頭で

児童の教室で行う活動があり、今後に向け、大きな一歩となりました。参加会員・

活動犬も今年度の活動を通し、それぞれレベルアップにつながりました。 
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活動形態 動物介在教育／児童／集団／仙台市協働 

施設名 仙台市中山市民センター・中山児童館（仙台市内） 

（ボランティア養成講座付帯事業） 

目 的 前回に続き動物介在活動ボランティアセミナーの一環として実施し、講義の後実

際の活動の様子を受講者に見学してもらい、知識としてだけではなく活動の雰囲

気を体感することで動物介在活動により関心を持ってもらいます。 

活動対象は中山児童館に通う小学１年生で、犬とのふれあい方やさわってはいけ

ない時を学んでもらった後、実際に犬とのふれあいを体験してもらいます。 

今年度は『さわってはいけないとき』についてグループに分かれ”犬のきもち”

になって考えるという体験をします。 

 

概 要 

 

 

<実施日> 10/14  参加動物種：犬 

対象者数：小学生 29名・中学生ボランティア 1名・ 

職員 3名／見学者(セミナー受講者)11名  

参加数：従事者 17名・犬 5頭 

 

<活動場所> 中山市民センター体育館 

<活動内容>  

60分 間の活動で、犬と仲良くなるためのあいさつの仕方やさわり方を学んでも

らった後、グループに分かれて実際に犬とふれあいながら、『さわってはいけな

いとき』の写真パネルを見て、なぜさわってはいけないのか？犬はどんな気持ち

になるのか？を考えてもらい、グループごとに発表してもらいました。また活動

終了後、子ども達は犬の絵や感想を書いて活動の振り返りをしました。 

  

 

成 果 セミナーの講師を、会員でもある顧問獣医師に依頼し、ボランティアの心構えか

ら実際の活動の流れを一般の方にも分かりやすいように写真やデモンストレー

ターをうまく利用して説明でき、関心を持ってもらえました。講義の後に実際の

活動を見てもらえるのがこの場所ならではの利点であったと思います。受講者も

熱心に活動を見学し、「定期的に開催してほしい」「アニマルセラピーについて知

ることができた」という感想をいただきました。 

活動に参加希望の児童が多かったのですが、今回は初めて参加となる１年生を対

象とし、３０人以下でゆったりとしたふれあいができるよう配慮しました。グル

ープに分かれた活動では、子どもたちは活発に意見を出し合い、目の前の犬と飼

い主（ハンドラー）を見ながら、「犬のきもちになって考える」という体験がで

きました。 

「こわいと言っていた子もさわれるようになったと喜んでいた」という報告を施

設からいただきました。集合住宅が多い地域でもあり、ペット飼育経験がない子

どもたちにとっては貴重な経験であったと思います。 
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活動形態 動物介在教育／児童／集団 

施設名 ＮＰＯ法人みやぎ・せんだい子どもの丘   

仙台市鶴巻児童館  （仙台市内） 

目 的 幼児親子対象の活動では、動物と関わる機会が少ないため怖がる幼児が多いの

で、優しい犬たちと穏やかで楽しい時間を過ごしてもらうことと、積極的な幼児

が行いやすい突然走り寄ってさわる行為の危険性を学んでもらうことを目的と

しました。 

小学生対象の活動では、犬との正しいふれあい方のほかに、犬と人の心音を聞く

ことにより、同じ生きているもの、命あるものであることを感じてもらうことと、

子ども達が犬について知りたい事を自ら学ぶことを目的としました。 

概 要 <実施日> 全２回  参加動物種：犬 

① 7/ 7       従事者数：12名・犬：4頭 

対象者：幼児親子 13組（28名）・先生 3名 

② 12/24      従事者数：8名・犬：3頭 

対象者：小学 1～6年生 17名・先生 3名 

参加のべ数：従事者 20名・犬 7頭  

<活動場所> 鶴巻児童館遊戯室  

<活動内容>  

幼児親子対象の活動では、親が手本となり優しく撫でる様子を子どもに見てもら

い、慣れてきたら親子で犬の温かさや手触りを体験。その後、どんな犬とでも仲

良くなれるわけではない事をパネルを見ながら学び、一人歩きの犬に出会った場

合の危険回避方法を親子で体験してもらいました。 

小学生対象の活動では、参加児童を犬についての研究員としました。人と犬の心

音を聞いたり、事前に知りたい事を募り、詳しくお答えしました。犬の平熱や人

と犬の歯の違いや年齢の数え方など、さまざまな質問がありました。 

成 果 幼児親子対象の活動では、親が先に飼い主にあいさつし、さわってもいいか聞く

ことの大切さをご理解いただけました。怖がる幼児が多くいましたが、親が優し

く犬と接する様子に幼児の手も自然に伸び、笑顔のふれあいが多く見られまし

た。犬の近くにも行けない幼児にはぬいぐるみにリードを付けてお散歩してもら

い、その後、実際の犬とふれあうことが出来、親子共に嬉しそうでした。 

小学生対象の活動では、『犬の体を知ろう』をテーマに、児童からのたくさんの

質問を、活動の中（自己紹介、ふれあい中、質問タイム）で答えていきました。

事前に募った質問に対し会員達が個々に十分に準備したため児童にわかりやす

く説明でき、犬の平熱や体温の測り方、人と犬の心音に熱心に聴き入る児童の姿

が見られました。今回も活動日がクリスマスイブでしたので犬たちもクリスマス

の衣装で参加し最後にみんなで記念写真を撮りました。児童館の先生より「家で

飼ったことのない子ども達や少し苦手な子も犬を詳しく知ることでぐっと距離

が近くなったのではないかと思います。また来年もぜひ！」との活動依頼をいた

だきました。後日児童館から、研究員（参加児童）達による立派な『レポート』

（観察結果の絵・感想）をいただき、児童達が喜んで関わってくれた事や犬達へ

の愛情が感じられ、参加会員にとっても大きな喜びにつながりました。 
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活動形態 動物介在教育／児童／集団 

施設名 ＮＰＯみやぎ・せんだい子どもの丘   

利府町西部児童館  （宮城県内）   

目 的 小学生の活動では「犬と仲良くなろう」をテーマに犬とふれあい、楽しい時間を

過ごすことで動物に優しくすることを学び、友達や周りの人にも優しく接する心

を育てることを目的としました。また幼児とその親を対象とする活動では、犬と

のふれあい方を学びながら親子で穏やかな時間を持っていただき、犬を褒めるハ

ンドラーの様子から褒めて育てる大切さを感じてもらう事を目的とします。 

概 要 <実施日> 全２回  参加動物種：犬 

①  9/12     従事者数：9名・犬：3頭 

対象者：小学 1～6年生 11名・児童ボランティア(小学生)3名・ 

先生 3名・見学親子 3組(大人 3名 幼児 3名) 

②  3/11     従事者数：7名・犬：3頭 

対象者：幼児親子７組 9名・職員 3名 

参加のべ数：従事者 16名・犬 6頭 

<活動場所> 利府町西部児童館遊戯室 

<活動内容>  

小学生対象の活動では犬とのふれあいを通じ「優しくすると仲良くなれるのは人

も犬も一緒」をテーマに、犬（相手）の気持ちを感じ取る大切さを伝えました。 

児童ボランティアへは、しっかり事前ミーティング・練習を行い、デモは「声は

しっかり・はっきり・ゆっくり」話し、パネルの持ち方も、見てくれる人を意識

するよう伝え、犬とのあいさつの仕方や「木になろう」などのデモにも積極的に

関わり、児童たちの良い手本となってもらいました。 

幼児親子対象の活動では、怖い思いをさせないために、必ず飼い主に聞いてから

さわらせてもらう大切さを、悪い例と良い例を示し説明しました。親子で犬に優

しくふれあい、仲良くなった後には、さわってはいけない場面や危険回避のプロ

グラムを親子で体験してもらいました。 

成 果 小学生対象の活動では、それぞれの犬の個性を感じ、熱心に観察する様子が見ら

れました。児童ボランティアも小さい子の誘導やふれあいのお手本、プレゼンな

どで活躍でき、先生方からも「大変良い経験となったと思う」と感想をいただき

ました。たくさんの質問を活動開始前にいただき、活動中にお答えが出来るもの

はお答えし、残りは後日になりましたが、すべての質問にお答えしました。館長

さんからは、今回とこれまでの動物介在活動のお礼と共に「エーキューブさんの

活動がどんどん進化していて素晴らしい」とのお褒めの言葉をいただきました。 

幼児親子対象の活動では大型犬２頭小型犬１頭の活動でしたが、最初に親から犬

へ挨拶し優しく撫でる姿を幼児に見せることにより、幼児もすぐに手が伸び、「優

しく撫でられて犬も気持ち良さそう」と伝えると、親子で笑顔が広がりました。

シンプルな内容でしたが、今回は飽きて走りまわる幼児もなく、フセをした犬の

周りに数人の幼児が寝転がる風景も見られ、終始和やかな時間を過ごせました。

参加スタッフが少ない状況でしたが、一人一人が積極的に動き、安全な活動を作

り上げました。 
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≪セミナー・しつけ方教室開催事業≫ 

①動物介在活動セミナー Ⅰ（仙台市協働事業）   講師：柴内裕子先生  

実施日：11/25    実施場所：仙台市動物管理センター  会員 21名・活動犬 1頭受講 

②動物介在活動ボランティア養成講座の開催（仙台市協働事業）    講師：エーキューブ理事 

実施日：10/14  実施場所：中山市民センター会議室 

      エーキューブ会員 9名  一般 11名  中山市民センター職員 3名受講 

③ボランティア養成 犬のしつけ方教室（仙台市協働事業）  講師：千葉陽子先生 

実施日：2/24    実施場所：仙台市動物管理センター   

会員・一般市民・動物管理センター職員受講 

『動物介在活動に参加するための犬のしつけ方教室』  会員 21名・犬 9頭受講 

④動物介在活動セミナー Ⅱ（仙台市協働事業）   講師：千葉陽子先生  

実施日：2/25    実施場所：木町通小学校          会員 10名・活動犬 7頭受講 

※①～④の実施に当たり、随時打ち合わせを行いました。 

 

≪不登校･ひきこもりの青少年対象のこころの支援≫  本年度実施なし 

 
≪仙台市不登校支援ネットワーク関連事業報告≫ 

①平成27年度不登校支援ネットワーク第1回運営会議 

実施日：5/25   実施場所：仙台市役所東二番丁仮庁舎2階第１会議室     参加者数：2名 

②平成 27年度不登校支援ネットワーク第 2回運営会議 

実施日：2/4    実施場所：仙台市役所上杉分庁舎12階第１会議室       参加者数：2名 

③仙台市適応指導センター入級児童生徒合同体験活動「七つ杜の会」 

実施日：2/19   実施場所：教育センター                 参加者数：1名 

 

≪研修≫ 
①自主研修（検査、活動練習、準備等含む）   実施回数：全 10回   

実施日：6/10・7/13・8/26・9/17・10/5・11/13・12/9・1/15・2/15・3/16 

実施場所：仙台市動物管理センター  

参加のべ数：会員 105名・犬 52頭 参加 ※入会希望者随時見学受け入れ（5名） 

 

 

２．動物の防災及び被災動物の救護に係わる事業 

≪防災活動≫ 

①災害時のペット同行避難リーフレット配布  

②平成２７年度仙台市総合防災訓練（会員への緊急時連絡訓練実施）      実施日：6/12  

③館町内会 ペット同行避難訓練（仙台市協働事業）  

実施日：6/27     実施場所：館町内会                従事者数：3名・犬2頭 

上記打合せ・準備 計4回  実施日：5/27・6/10・17・26 

実施場所：館コミュニティセンター・館中学校           従事者数：のべ7名 

④大雨特別警報発令により、会員に安否確認メール 65件送信        実施日：9/11 

結果、および市内各所の情報を理事長から動物管理センター主任に報告 

⑤平成 27年度津波避難訓練（四郎丸小学校会場） （※仙台市協働） 

実施日：11/1   実施場所：四郎丸小学校          従事者数：4名・犬1頭 

※上記打合せ：10/27,30  実施場所：仙台市動物管理センター     従事者数：のべ 5名 

⑥松森市民センター防災出前講座「ペットと一緒の自主防災」 講師（仙台市協働事業）   

実施日：12/5    実施場所：松森市民センター          従事者数：3名・犬 1頭 
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⑦取材対応 

・河北新報社取材（国連防災世界会議参加の件） 

実施日：4/7    実施場所：みやぎＮＰＯプラザ           従事者数：2名 

・東北大学災害科学国際研究所取材 

実施日：7/22    実施場所：仙台市動物管理センター        従事者数：3名 

⑧東日本大震災アーカイブ 語りべシンポジウム「かたりつぎ」～朗読と音楽の夕べ～ 

実施日：3/6     実施場所：宮城学院女子大学 講堂              従事者数：1名 

 

≪被災動物の支援活動≫ 

①日本ﾋｭｰﾏﾝ･ｱﾆﾏﾙ･ﾈｲﾁｬｰ・ﾎﾞﾝﾄﾞ・ｿｻｴﾃｨからの義援金による事業の実施 

「特定非営利活動法人エーキューブ 2012 年度東日本大震災被災者支援 犬猫の避妊去勢手術費用

補助」の実施 

②宮城県内の仮設住宅巡回 5回（物資搬送・飼養相談他）※他、獣医師等への連絡等、随時 

③被災動物の適正飼養相談・物資送付 他 

④人・企業・団体等へフード・おやつ・ペットシーツ・衛生品等 支援の呼びかけ 

 ⑤取材対応 

 

≪その他≫ 
・3月開催「第３回国連防災世界会議」出展用パネル・各種資料を様々な場所で活用 

※その他、被災動物救援活動等についての問い合わせに通年で対応しました。 

 

≪仙台市被災動物救護対策本部事業≫   
①被災動物救護対策本部メンバーとして会議に出席   全 22回     従事者数のべ： 26名 

＊復興公営住宅ペットの会  説明会・総会（ｴｰｷｭｰﾌﾞ／動物管理ｾﾝﾀｰ／獣医師会／建設公社）  

a. 田子復興公営住宅ペットの会支援説明会 

実施日：4/27      実施場所：田子復興公営住宅集会所           従事者数：1名 

b. 若林西復興公営住宅ペットの会支援説明会 

実施日：4/30     実施場所：若林西復興公営住宅              従事者数：3名 

c. 霊屋下復興公営住宅ペットの会設立準備会① 

実施日：6/18      実施場所：霊屋下復興公営住宅               従事者数：1名 

d. 霊屋下復興公営住宅ペットの会設立準備会② 

実施日：7/23      実施場所：霊屋下復興公営住宅                従事者数：1名 

e. 燕沢復興公営住宅ペットの会設立準備会 

実施日：10/15     実施場所：燕沢復興公営住宅              従事者数：1名 

f. 荒井東復興公営住宅ペットの会設立準備会② 

実施日：11/5      実施場所：荒井東復興公営住宅             従事者数：1名 

g. 六丁の目中町復興公営住宅ペットの会設立準備会 

実施日：11/10     実施場所：六丁の目中町復興公営住宅           従事者数：1名 

h．落合復興公営住宅ペットの会設立準備会 

実施日：11/12      実施場所：落合復興公営住宅                 従事者数：1名 

i. 霊屋下復興公営住宅ペットの会設立準備会③ 

実施日：11/15     実施場所：霊屋下復興公営住宅                従事者数：1名 

j. 鹿野復興公営住宅ペットの会設立準備会 

実施日：11/17     実施場所：鹿野復興公営住宅              従事者数：1名 

k. 中倉復興公営住宅ペットの会設立準備会 

実施日：11/19     実施場所：中倉復興公営住宅               従事者数：1名 

l. 芦の口復興公営住宅ペットの会設立準備会 

実施日：11/26      実施場所：芦の口復興公営住宅                従事者数：1名 
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m．荒井東復興公営住宅ペットの会設立総会 

実施日：12/17       実施場所：荒井東復興公営住宅               従事者数：1名 

n. 霊屋下復興公営住宅ペットの会設立総会 

実施日：12/20     実施場所：霊屋下復興公営住宅                従事者数：1名 

o．落合復興公営住宅ペットの会設立総会 

実施日：1/15       実施場所：落合復興公営住宅                 従事者数：1名 

p. 中倉復興公営住宅ペットの会設立総会 

実施日：1/22      実施場所：中倉復興公営住宅               従事者数：1名 

ｑ. 中倉復興公営住宅ペットの会支援説明会 

実施日：2/28      実施場所：中倉復興公営住宅               従事者数：1名 

r. 六丁の目中町復興公営住宅ペットの会設立総会 

実施日：3/13       実施場所：六丁の目中町復興公営住宅          従事者数：1名 

s．荒井東復興公営住宅ペットの会支援説明会 

実施日：3/24        実施場所：荒井東復興公営住宅               従事者数：1名 

t. 燕沢復興公営住宅ペットの会設立総会＆支援説明会 

実施日：3/27      実施場所：燕沢復興公営住宅            従事者数：1名 

＊仙台市被災動物救護対策本部 平成 27年度幹事会に出席 

実施日：3/18      実施場所：仙台市動物管理センター           従事者数：2名 

＊仙台市被災動物救護対策本部 平成 27年度監査 

    実施日：3/30      実施場所：仙台市動物管理センター          従事者数：2名 

 

②取材対応 

a. 震災聞き取り対応（聖カタリナ大学 徳田准教授） 

実施日：5/11     実施場所：仙台市動物管理センター            従事者数：1名 

b. 聖カタリナ大学の徳田先生「ペットと共に震災を乗り越えた方々の聞き取り調査」に同行  

実施日：8/30    実施場所：長町太子堂・田子西復興公営住宅    従事者数：のべ 3名 

c. 震災聞き取り対応（東北学院大学教養学部言語文化学科学生） 

実施日：12/11   実施場所：仙台市動物管理センター               従事者数：2名 

③市内復興公営住宅・仮設住宅等 飼養相談     通年で実施  

あすと長町仮設住宅 卒居式 参加    

実施日：4/4         実施場所：あすと長町仮設住宅                    従事者数：1名 

④譲渡事業     実施場所：動物管理センター 

a. 収容動物譲渡会  10回                    従事者数：のべ 64名・犬 3頭 

実施日：5/17・6/28・7/25・9/26・10/24・11/29・12/19・1/23・3/6・3/26 

※3/6のみ「譲渡猫 写真で同窓会」および「猫同窓会」として開催                                                       

b. 譲渡候補犬のシッター・グルーミング(シャンプー・カット等)・治療補助  

実施日：4/1～3/31の平日 11時～15時まで  ※随時時間延長あり 

4月：12回（19名）・5月：14回（22名）・6月：17回（31名）・7月：16回（29名） 

8月：11回（22名）・9月：13回（28名）・10月：12回（26名）・11月：13回（27名） 

12月：12回（36名）・1月：12回（20名）・ 2月：13回（29名）・ 3月：16回（44名） 

通算  161回実施 ／ 従事者数のべ  333名（※前年度：通算 200回／従事者数のべ 463名） 

c. Ｋ９（ケイナイン）シッターボランティア説明会   全 6回  

実施日：5/17・6/28・7/25・8/18・11/26・12/9     受講者数：6名・従事者数のべ：9名 

d. シッター意見交換会   全 1回 

実施日：11/28                                                 従事者数：10名 

e. Ｋ９（ケイナイン）同窓会（3年分の譲渡犬）        

実施日：11/28                                              従事者数：10名・犬 1頭 

準備・打合せ：11/6,13,26                                    従事者数：のべ 10名 

ｆ. 譲渡猫写真で同窓会（3年分の譲渡猫）        

実施日：3/6                                                    従事者数：2名 

準備・打合せ：2/10・3/4                                       従事者数：のべ 4名 
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ｇ．譲渡会・適正飼養・動物愛護週間・慰霊祭等についての広報活動      

※市内各所へのチラシ・冊子等の配布やＨＰ掲載を含め、通年で実施 

h.2015年度 被災動物追悼と感謝の会 

実施日：3/21                                                       従事者数：5名 

i.シッター事業についてセンターとの打合せ    ※通年で随時 

j.センター長期休館期間の譲渡候補犬・猫の一時預り（ゴールデンウィーク及び年末年始） 

※年末年始の一時預かり 計 2頭（12/25成猫１頭・12/26小型犬１頭）  従事者数：1名 

⑤「ヒューマニア広瀬」の動物管理センター職場(シッター)体験対応    

実施日：12/16        実施場所：仙台市動物管理センター       従事者数：2名 

※上記打合せ：5/26・12/2  実施場所：仙台市動物管理センター     従事者数：のべ 3名 

 

３．人と動物の関係に係わる支援事業 

≪講演会・セミナー等参加・聴講≫ 
①適正飼養推進セミナー 「飼い主が行うＴ‐タッチ～ より快適なシニアライフのために」 

講師：T-タッチプラクティショナー２  油木真砂子氏 

実施日：7/16   実施場所：仙台市動物管理センター               参加者数：4名 

②適正飼養推進セミナー 「ペット引き取り依頼書を用いた動物を手放す意欲減退へのアプローチ」   

講師：産業カウンセラー   先崎仁恩氏 

実施日：8/20    実施場所：仙台市動物管理センター              参加者数：6名 

③適正飼養推進セミナー 「出会う人を幸せにする愛犬に育てる秘訣」 

講師：ＮＰＯ法人ワンワンパーティクラブ 代表 三浦健太氏    

実施日：9/5   実施場所：仙台市動物管理センター         参加者数：12名 

④適正飼養推進セミナー 「人と動物が共に幸せに生きていく優しい街を目指して 

～動物虐待、多頭飼育、飼い主のいない猫不適切餌やりの心理と対応～」  

講師：帝京科学大 学ｱﾆﾏﾙｻｲｴﾝｽ学科准教授精神科医師 横山章光氏 

実施日：3/9   実施場所：仙台市動物管理センター         参加者数：5名 

 

※杜の伝言板ゆるる掲載記事『特集 動物を巡る幸せな話』を 

「月刊杜の伝言板ゆるる ニュースアプリ」 にてネット配信  3月 

 

４．動物愛護啓発に係わる事業 

≪マナーアップ啓発パンフレットの配布≫ 

＊４月中の狂犬病予防接種会場にて（仙台市協働事業）   実施場所：仙台市内 8箇所 

実施日：4/8・10・11（2か所）・14・19（2か所）・25      従事者数：のべ 8名 

 
≪六郷市民センター「ペットと正しく付き合うわんにゃん講座」 講師 （仙台市協働） ≫ 

実施日：6/20    実施場所：六郷市民センター          従事者数：3名・犬１頭 

 

≪動物愛護週間行事『動物慰霊祭』 （仙台市協働）≫   

実施日：9/23            実施場所：福祉プラザ             従事者数：4名 

≪みやぎのまつり・青葉区民まつり マナーアップ事業（仙台市協働）≫  
ペット（飼い主）のマナーアップ・散歩グッズ・マナーの啓蒙・愛犬・愛猫の適正飼養に 

関する展示・飼養相談対応等 

①「みやぎの・まつり」 実施日：10/18      実施場所：榴岡公園     従事者数：6名・犬 1頭 

②「青葉区民まつり」  実施日：11/3       実施場所：勾当台公園    従事者数：6名 
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 ※上記について動物管理センターと打合せ・準備 

実施日：8/5・10/16    実施場所：仙台市動物管理センター       従事者数：のべ 7名 

 
≪サンライズ東照宮マンション ペットの会講習会 講師（仙台市協働） ≫ 

実施日：10/31   マンションのペット飼育者 9名受講       従事者数：3名・犬 1頭 

 

≪「わんこ育て支援サロン」（通称：わん育サロン）≫ 
本年度実施なし    

 

≪動物愛護に関する活動への参加・協力≫    

①「ハジマルフクラムプロジェクト『市民活動って、知っていますか？』講師 

テーマ「仙台で人と犬とのふれあい体験」 

団体立ち上げのきっかけ～活動内容・活動状況の紹介、質疑応答・交流タイム、展示コーナー等 

実施日：5/21 実施場所：仙台市市民活動サポートセンター市民活動シアター  従事者数：2名 

②どうぶつフェスタ in MIYAGI  （主催：宮城県獣医師会・仙台市獣医師会）参加 

動物介在活動紹介・散歩マナー啓発・譲渡会ＰＲ・ペットの防災啓発・被災動物救援活動パネル展示他 

実施日：9/22   実施場所：勾当台公園市民広場          従事者数：15名・犬 6頭 

上記打合せ・準備 実施日：9/9,17  実施場所：仙台市動物管理センター 従事者数：のべ 7名 

実施日：9/8  実施場所：宮城県獣医師会事務所会議室   従事者数：3名 

③動物愛護週間行事「長寿動物表彰式」どうぶつフェスタ in MIYAGIにて 

    実施日：9/21   実施場所：勾当台公園市民広場               従事者数：15名 

④静岡県庁より依頼「獣医師を対象にした公衆衛生セミナー」講師 

実施日：10/15   実施場所：静岡            従事者数：1名 

⑤仙台市動物愛護協議会に齋藤文江（副理事長）が協議委員として出席および会員が傍聴 

実施日：12/4・3/15   実施場所：仙台市役所本庁舎          従事者数：のべ 10名 

⑥第 18回ボランティアフォーラム 

「今求められる子ども支援とは」～次世代を担う子どもたちを支えるボランティア～  

基調講演聴講  掲示板コーナーに本会パンフレット等設置 

実施日：2/11   実施場所：仙台市福祉プラザ 2階ふれあいホール     従事者数：1名 

 

≪各種セミナー受講≫ 

①飼い主のいない猫対策ボランティアセミナーⅠ「 いのちにやさしい街づくりのために」 

講師：ねこだすけ代表理事  工藤久美子氏 

実施日：7/5   実施場所：仙台市動物管理センター                     参加者数：5名 

②飼い主のいない猫対策ボランティアセミナーⅡ 「人と猫のより良い関係づくりを進めるための    

ボランティア活動のために～ 組織化とその運営について～」   講師：工藤久美子氏 

実施日： 2/8    実施場所：仙台市動物管理センター           参加者数：6名 

①飼い主のいない猫対策ボランティアセミナー 「人と動物とのより良い関係づくりのためにボラン

ティアとしてできること」     講師：カリフォルニア大学デイビス校 田中亜紀氏 

実施日： 3/17   実施場所：仙台市動物管理センター           参加者数：4名 

 

５．その他、第３条の目的を達成するために必要な事業 

 本年度実施なし 
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１.通常総会の開催 

■第９回通常総会 

日時：平成２７年５月２０日（水）１３：３０～１５：００  会場：みやぎ NPOプラザ 

議事：第１号議案 平成２６年度事業報告及び決算の承認 

第２号議案 平成２７年度事業計画(案)及び予算(案)の承認 

第３号議案 新役員(案)の承認 

 

２.理事会の開催 

■平成２７年度第１回理事会  5/22みやぎ NPOプラザ    出席理事 11名 

議事:第１号議案：理事長及び副理事長の選出について 

 

■平成２７年度第２回理事会  3/30みやぎ NPOプラザ    出席理事 11名 

議事：第１号議案：平成２７年度事業計画の件 

第２号議案：平成２７年度決算および平成２８年度予算案の件 

第３号議案：被災動物支援用口座残金の対処の件 

第４号議案：会の所有品確認の件 

 

３．定例会等の開催 

●第１回定例会   4/15 みやぎＮＰＯプラザ 

●平成 26年度事業・会計監査準備    4/20 みやぎＮＰＯプラザ 

●平成 26年度事業・会計監査      4/23 みやぎＮＰＯプラザ 

●第２回定例会    5/8  仙台市動物管理センター 

●第３回定例会    6/2 みやぎ NPOプラザ   

●第４回定例会    7/13  仙台市動物管理センター 

●第５回定例会    8/18  みやぎ NPOプラザ 

●第６回定例会   10/13 みやぎ NPOプラザ 

●第７回定例会    11/9  みやぎ NPOプラザ 

●平成 26年度事業・会計中間監査       11/20  みやぎ NPOプラザ 

●第８回定例会    1/12  みやぎ NPOプラザ 

●第９回定例会     2/17  みやぎ NPOプラザ 

●第 10回定例会    3/30  みやぎ NPOプラザ 

 

４．理事研修 等 

 

 

５．運営体制 

① 各種ボランティア講座講師依頼による収入の発生 

② 仙台市被災動物救護対策本部構成団体としての一般への認知度のアップと収入に繋がる事業の

拡大、また本会への寄付の増加 

運営報告 
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管理番号 購入日 購入金額

001 2007.8.24 5,221

002 2008.10.28 8,780

003 2009.1.31 59,800

004 2009.1.31 2,980

005 2009.1.31 29,800

006 2010.5.14 19,635

007 2010.9.9 18,600

008 2010.9.9 36,800

009 2011.3.28 0

010 2011.5.18 6,770

011 2015.9 17,280

012

ポータブルDVDプレーヤー 東芝  SD-P12DTK B

携帯電話 au PT002 機種変更 011へ機種変更のため廃棄

ポラロイドカメラ FUJIFILM instax　mini55 2016.3.31劣化廃棄

携帯電話 au AQUOS SHF31 機種変更

トリミングハサミ

ＩＣレコーダー SONY　ICD-SX950/B

ビデオカメラ用三脚 TSC　TS-004

カラープリンター Canon　ix5000

ラミネーター

ビデオカメラ 日立　DZ-HD90

携帯電話 au 009へ機種変更のため廃棄

品名 メーカー・型名 備考

 

③ 会員数 

平成 27年 4月 1日現在  90名（正会員 84名（65世帯）、ボランティア会員 6名） 

平成 28年 3月 31日現在   90名（正会員 85名（68世帯）、ボランティア会員 5名） 

④ エーキューブ通信（活動のお知らせ・参加者募集・その他連絡事項の伝達）を計 7回発行 

⑤ 活動のお知らせ・手順プリント等 計 37回発行 

⑥ その他、訪問施設や行政等への文書、賛助協力者への礼状等、随時送付。 

●仙台市社会福祉協議会へ団体概要シート等提出  

●役所関係手続き  5/28     

 1.法務局に「総額資産の変更及び理事の変更登記」申請  

2.仙台市市民税企画課に「仙台市法人市民税 減免申請添付書類」提出 

3.仙台北県税事務所に「宮城県仙台北県税事務所 減免申請添付書類提出 

●役所関係手続き 6/26   仙台市市民局市民協働推進課へ平成 26年度事業報告書提出 

●エーキューブＨＰ修正（事業・役員名・H26年度事業報告 更新） 

および、CANPAN 平成 26年度事業報告データ更新 

⑨事務局体制 

理事長：佐々木ひとみ 

副理事長：齋藤文江・千葉浩二 

理事・事務局長：照井浩子 

理事・会計：川上喜恵美 

理事：後藤美佐・渡邉圭子・三塚尚義・工藤梓・島田真須美・村上淳子 

 

 

 

 

５．所有品について     

  

      

 

 

会計報告 
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１．平成 27年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録（NPO会計基準） 

特定非営利活動法人エーキューブ

科目・摘要
Ⅰ　資産の部
　　１　流動資産
　　　　現金
　　　　　  現金手許有高 5,485
　　　　　　郵便振替（ゆうちょ銀行　ﾄｸﾋｴｰｷｭｰﾌﾞ） 41,070
　　　　　　郵便振替（ゆうちょ銀行　ﾄｸﾋｴｰｷｭｰﾌﾞｾﾝﾀﾞｲ） 588,670
　　　　    普通預金（七十七銀行　加茂出張所） 382,345
　　　　    郵便預金（ゆうちょ銀行） 258,372
　　　　立替金 0
　　　　仮払金 0
　　　　貯蔵品（切手類） 12,402
　　　流動資産合計 1,288,344
　　２　固定資産 0
　　　　固定資産合計 0

資産合計（A） 1,288,344

Ⅱ　負債の部
　　1 流動負債
　　　前受金
　　　　　H28年度会費 72,500
　　　預り金
　　　　　正会員会費 2,000
　　　　　検便検査代 1,200
　　　未払金 0
　　　流動負債合計 75,700
　　２　固定負債 0
　　　固定負債合計 0
　　　　　　負債合計（Ｂ） 75,700

Ⅲ　正味財産 1,212,644

平成28年3月31日

金額（単位：円）
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２．平成 27年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表（NPO会計基準） 

特定非営利活動法人エーキューブ

Ⅰ　資産の部

　　１　流動資産

　　　　現金預金 1,275,942

　　　　立替金 0

　　　　貯蔵品（切手類） 12,402

　　　流動資産合計 1,288,344

　　２　固定資産

　　　　固定資産 0

　　　　固定資産合計 0

　資産合計 1,288,344

Ⅱ　負債の部

　　1 流動負債

　　　未払金 0

　　　前受金 72,500

　　　預り金 3,200

　　　流動負債合計 75,700

　　２　固定負債

　　　　固定負債 0

　　　固定負債合計 0

　負債合計（Ｂ） 75,700

Ⅲ　正味財産の部

　　　前期繰越正味財産 1,092,886

　　　当期正味財産増加額 119,758

　正味財産合計 1,212,644

　負債及び正味財産合計 1,288,344

平成28年3月31日

金額（単位：円）
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３．平成 27年度特定非営利活動に係る事業会計活動計算書（NPO会計基準） 
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４．財務諸表の注記（NPO会計基準） 

平成 28年 3月 31日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 重要な会計方針

2. 事業別損益の状況
事業別損益の状況は以下の通りです。

科目

動物介在活動・介在

療法・介在教育並び

不登校に係わる事

業

動物の防災及び被

災動物の救護に係

わる事業

人と動物の関係に係

わる支援事業

動物愛護普及啓発

に係わる事業

その他、第３条の目

的を達成するために

必要な事業

東日本大震災

支援金

仙台市被災動物

救護対策本部

支援金

事業部門計 管理部門 合計

Ⅰ経常収支

　　１．受取会費 0 131,000 131,000

　　２．受取寄付金 0 0 233,893 233,893

　　３．受取助成金等 15,631 15,631 0 15,631

　　４．事業収益 0

　　５．その他収益 0 53,350 53,350

経常収益計 0 0 0 0 0 0 15,631 15,631 418,243 433,874

Ⅱ経常費用

　　（１）人件費

　　　人件費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　　（２）その他経費

　　　通信費 7,684 931 246 520 0 0 9,381 29,017 38,398

　　　携帯電話通信費 － － － 0 35,025 35,025

　　　印刷製本費 700 0 0 0 － 0 700 110 810

　　　消耗品費 11,396 0 0 0 62,663 0 74,059 11,305 85,364

　　　会議費 0 － － 0 4,068 4,068

　　　接待交際費 － － 0 4,500 4,500

　　　保健衛生費 79,975 － 5,000 0 84,975 84,975

　　　旅費交費費 37,430 0 37,430 0 37,430

　　　荷造運搬費 1,134 1,134 1,134

　　　保険料 15,600 15,600

　　　研修費 0 0

　　　支払手数料 1,944 1,944

　　　図書研究費 0 0

　　　諸会費 3,000 3,000

　　　雑費 1,868 1,868

　　　雑損 0 0

　　　その他経費計 99,755 931 246 520 0 106,227 0 207,679 106,437 314,116

経常費用計 99,755 931 246 520 0 106,227 0 207,679 106,437 314,116

当期経常増減額 △ 99,755 △ 931 △ 246 △ 520 0 △ 106,227 15,631 △ 192,048 311,806 119,758

3. 使途等が制約された寄付金などの内訳

使途等が制約された寄付金等の内訳は以下の通りです。

内容 前期繰越額 当期受入額 当期減少額 次期繰越額 備考

東日本大震災支援金 -120,425 0 106,227 -226,652
仙台市被災動物救護

対策本部支援金 -15,631 15,631 0 0

備考：東日本大震災支援金において、次期繰越金額がマイナスになっていますが、これは全国からいただいた支援金以外のエーキューブ事業費から支出しています。

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日　2011年11月20日一部改正　NPO法人会計基準協議会）によっています。
同基準では、特定非営利活動促進法第28条第1項の収支計算書と呼んでいます。
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監査報告 
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平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日まで、協力をいただいた方々です 

 

 

 平成２７年度のご協力をありがとうございました。 

（順不同） 

 

 

■寄付金 

荒木武様    佐々木達様     松原路易子様     佃眞紀子様    

見並朋子様   藤田朋子様     山田ちや子様          小川様 

 

齋藤文江様   川上喜恵美様 

 

 

 

 

 

■寄付物資 

  

株式会社 グレビス様 

 

林博子様     千葉浩二様    後藤美佐様      川上喜恵美様    

照井浩子様    飯田明子様    佐藤マリ子様・慶様    星幸子様     

秋葉涼子様    桑島奈美様    佐々木ひとみ様      工藤梓様 

寺嶋絵美様    斎美智子様    鈴木英子様       菅原栄子様      

伊藤美子様    佐々木征子様   渡邉圭子様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

寄付金・寄付物資報告 


