
特定非営利活動に係る事業

イベント名
中日文化センターよりの委託事業・不調改善ヨガ

事業内容

女性が悩む身体と心の健康を取り戻すために、リラクゼーションを取り入れつつ
不調改善につながるヨーガ療法の実践

開催日時
２０１２年１月～１２月　毎月だ第１，３木曜　夜

会場
栄中日文化センター　セミナールーム

講師及び従事者
平田（伊藤）智子、徳弘知奈

受講者
約１５～２０人　一般市民

収入額　１８８.８００　円

（内訳）
委託金、交通費など諸費用含む

支出額　１１４．０００円

（内訳）
講師謝礼金  平多（伊藤　）智子　１３回分　６４０００円　徳弘知奈１１回分５００００円

その他の事業に係る事業（グッズ販売について）

イベント名

事業内容

実施日時

実施場所

従事者の人数

収入額

支出額

担当者氏名；　伊藤加奈子

収入額

支出額



イベント名
大垣共立銀行より委託・大垣共立銀行のＬ'ｓメンバーズセミナー

事業内容

銀行さま顧客にむけての、健康と美に関する講座委託事業。１月は小顔リンパ
マッサージ、２月は不調対策ヨガの講座を行った

開催日時 ２０１２年１月２７日、２月３日　18:30-20:00
会場 大垣共立銀行　名古屋駅
講師及び従事者 講師：１月２７日井上智子、２月３日伊藤智子
受講者 約１5人（銀行様の顧客）

収入額　63.000円
（内訳）
委託金、交通費など諸費用含む
支出額　14.000円
（内訳）
講師謝礼金 7000X2回分

イベント名
事業内容
実施日時
実施場所
従事者の人数
収入額
支出額

担当者氏名；　伊藤加奈子

特定非営利活動に係る事業

収入額

支出額

その他の事業に係る事業（グッズ販売について）



特定非営利活動に係る事業

イベント名
中日文化センターよりの委託事業・株式会社中電シーティアイ労働組合へのヨガ講師
派遣

事業内容

組合員の交流のため「お勤め帰りのヨガ」という講座名で実施したい。
参加者同士が交流できるプログラム（ペアヨガ）などを取り入れたい

開催日時 平成24年1月18日（水）、25日（水）いずれも18：30～20：30

会場 名古屋市芸術創造センター

講師及び従事者
講師：伊藤智子

受講者
1回につき約40名　　20代～50代の方

収入額　70.000円
（内訳）
1回35,000円×2回分＝70,000円（交通費込み）

支出額　16,000円

（内訳）
講師謝礼金 8000X2回分

その他の事業に係る事業（グッズ販売について）

イベント名

事業内容

実施日時

実施場所

従事者の人数

収入額

支出額

担当者氏名；　伊藤加奈子

収入額

支出額



特定非営利活動に係る事業

イベント名
名古屋市男女平等参画推進センター　からだと心に向き合う時間―わたしなりのリラ
クゼーションを探して

事業内容

現代社会でさまざまな負荷を受ける女性たちが身体と心の健康を取り戻すため
に、リラクゼーションを取り入れつつ負荷を乗り越えるための情報や考え方（全
４回講座：①女性の心と身体、②アレルギーと女性、③食と暮らし、④実りある
人生設計）を学び、一人ひとりが自分の人生に向き合う時間をつくります。

開催日時
２０１２年１月２９日（日） 10:30-12:00

会場
名古屋市男女平等参画推進センター　３階　セミナールーム

講師及び従事者
講師：清水美由紀

受講者
約２０人　一般市民

収入額　15000円

（内訳）
委託金、交通費など諸費用含む

支出額　10.000円

（内訳）
清水美由紀　　　講師謝礼金 ,交通費含む

その他の事業に係る事業（グッズ販売について）

イベント名

事業内容

実施日時

実施場所

従事者の人数

収入額

支出額

担当者氏名；　伊藤加奈子

収入額

支出額



イベント名
アライフラボ　アライフコーディネート　ベーシック

事業内容

アライフラボ アライフコーディネート ベーシック講座では健康増進にかか
わる、食事指導、運動、セルフケア、メンタルケアについてトータルに学ぶ

開催日時 ２０１２年6月16日・１７日
会場 アライフラボ　スタジオ
講師及び従事者 講師：堀井ゆみ・ＲＥＩＮＡ・谷口千尋・西脇環・松田旬古
受講者 5名

収入額１２５．０００　円
（内訳）　　25000X5名
支出額　３４０００円
（内訳）
講師謝礼金 　6000×4名　朴、谷口、西脇、松田４名　10000円×1名　堀井ゆみ

イベント名
事業内容
実施日時
実施場所
従事者の人数
収入額
支出額

担当者氏名；　伊藤加奈子

特定非営利活動に係る事業

収入額

支出額

その他の事業に係る事業（グッズ販売について）



イベント名
アライフラボ　アライフコーディネート　アドバンス　セルフケア

事業内容

アライフラボ　アライフコーディネート　アドバンス　セルフケア講座では
パッチフラワーレメディ・ツボ押し・ヨガ・セルフ整体・リンパケアを学ん

だ

開催日時 ２０１２年7/17,8/7,8/21,9/4,9/18　19:00-20:30
会場 アライフラボ　スタジオ
講師及び従事者 講師：中野仁美 ・服部世紀子・平田智子・霜出博孝・井上智子
受講者 ７名　10名　5名　5名 　4名

収入額　９２０００円
（内訳）
一般　15000×2名　患者　12500×３名
単発　3500×７名
支出額　47000円
（内訳）
講師謝礼金 中野仁美　　　6500円＋2500円（9月講座料1名分）
　　　　　　　　服部世紀子　7000円
　　　　　　　　平田智子　 　5000円
                霜出博孝     5000円
　　　　　　　　井上智子　 　5000円
スタッフ料　　谷口千尋　16000円　（800円×２０Ｈ）

イベント名
事業内容
実施日時
実施場所
従事者の人数
収入額
支出額

担当者氏名；　谷口千尋

特定非営利活動に係る事業

収入額

支出額

その他の事業に係る事業（グッズ販売について）



イベント名
アライフラボ　アライフコーディネート　アドバンス　フ―ドケア

事業内容

アライフラボ　アライフコーディネート　アドバンス　フードケアでは
  ハーブ・発酵食・料理の基礎知識、テーブルコーディネートを学ぶ

開催日時 ２０１２年８／９，８／２３，９／１　全４回（９／１は２コマ分）
会場 アライフラボ　スタジオ
講師及び従事者 講師：太田　智郁　廣瀬ちえ　古岩井誠　谷口千尋
受講者 ６名　３名　７名×２

収入額 ５３０００ 　円
（内訳）
一般　12000×１名
単発　1000×2名
　　　　3500×２名
　　　　3500×２講座×1名
　　　　2500×２講座×5名
無料　3名
支出額　円
（内訳）
講師謝礼金  　太田智郁　　5000円
　　　　　　　　　 廣瀬ちえ 　 7000円
                   古岩井誠    6000円
　　　　　　　　　 谷口千尋    6000円
調理室レンタル代　　　　　　1200円
スタッフ料　　　谷口千尋　　104００円（800円×13ｈ）

イベント名
事業内容
実施日時
実施場所
従事者の人数
収入額
支出額

担当者氏名；　谷口千尋

特定非営利活動に係る事業

収入額

支出額

その他の事業に係る事業（グッズ販売について）



イベント名
アライフラボ　アライフコーディネート　アドバンス　アロマケア

事業内容

アライフラボ アライフコーディネート アドバンス アロマケアでは女性に
多い不調対策へのセルフケアおよび、生活に役立ちアロマセラピーの基礎知識
を学んだ

開催日時 ２０１２年１０／１８，１１／１５，１１／２９，１２／２０，１２／２７　１９：００～２０：３０
会場 アライフラボ　スタジオ
講師及び従事者 講師：北條佐智子
受講者 ６名　　３名　５名　５名　７名

収入額  ６２．０00　円
（内訳）
一般市民　定期受講（全５回）12５００×３名＝３７５００
単発受講者　７回Ｘ３５００＝２４５００　　無料受講のかた　１回目２人、３，４，５回
は１人
支出額　３５，０００円
（内訳）
講師謝礼金  　北條佐智子　　３５００Ｘ５回＝１７５００
スタッフ料　　　谷口千尋　　　３５００Ｘ５回＝１７５００

イベント名
事業内容
実施日時
実施場所
従事者の人数
収入額
支出額

担当者氏名；　谷口千尋

＊１３年度へくりこし（１２月３１日時点での未収が４名分あり、１３年２月に３５００，３月に３５００Ｘ３＝１０５００を入金

特定非営利活動に係る事業

収入額

支出額

その他の事業に係る事業（グッズ販売について）


