
特定非営利活動に係る事業

イベント名
中部経済研究会主催講演会　「ピンクリボン活動について」　「がんになりにくい食生
活」

事業内容

開催日時 平成２２年２月６日（土）

会場 じばさん三重　（四日市）

講師及び従事者 講師：吉澤佳奈子（本法人理事）、谷口千尋　グッズ販売応援　1名（山口）

受講者 ６０名　（研究会メンバー　家族・知人など）

収入額　３１．１００円

講師料（交通費）　￥５．０００×２名分
グッズ販売　￥２１．０００　　　余剰金￥１００

支出額　5000円

（内訳）
講師謝礼金(谷口）¥5,000

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
中部経済研究会主催講演会　「ピンクリボン活動について」　「がんになりにくい食生
活」

事業内容 ピンクリボンに関する物品を、一般を対象に有料にて販売した

実施日時 平成２２年２月６日（土）

実施場所 じばさん三重　（四日市）

従事者の人数 販売要員1名

収入額 収入額　¥21,000

支出額 収入額　¥0

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担当者氏名；　谷口千尋

収入額

支出額



特定非営利活動に係る事業

イベント名
ミッドランドスクエア　×　女しましょう。とことん PRESENT’S
『女性のためのセンスアップ講座』
スイート バレンタイン 特別企画

事業内容

現代の女性を美しく輝かせるセミナー「女しましょう。とことん」とミッドラン
ドコラボ
お届けする１DAYスペシャルイベント「女性のためのセンスアップ講座」
本物にこだわるプロ講師たちが集い、「ウーマンズトーク」を中心に美活・セン
スアッププチセミナーを行います。また、ピンクリボンパネルを掲示し、ター
ゲット層となる30代～40代 の皆様に、早期発見８８％検診率UPを啓蒙するためパ

開催日時 2010年2月7日（日）

会場 ミッドランドスクエアB1

講師及び従事者 ミッドランドスクエア （商業施設）　女しましょう。とことん

受講者 一般来場者　ミッドランド顧客

収入額　0円

パネル掲示のみ　収入額　なし

支出額　0円

特になし

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；オン・タイム永井

収入額

支出額



特定非営利活動に係る事業

イベント名 名古屋市西保健所　乳がんセミナー＆乳がん検診

事業内容 名古屋市西区保健所による乳がんの検診＆

開催日時 2010年2月8日（月）

会場 名古屋市西区　ヨシヅヤ　名西店

講師及び従事者 西区林クリニック　乳腺外科医　林先生、西区　保健師

受講者 名古屋市民　　　（マンモ検診は40歳以上の女性）

収入額　0円

パネル掲示のみ　収入額　なし

支出額　0円

特になし

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；角谷淳子

収入額

支出額



特定非営利活動に係る事業

イベント名

事業内容

開催日時

会場

講師及び従事者

受講者

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 リビングファミリーマラソン2010 in 鈴鹿

事業内容 一般を対象に実施。Pパネル展示及び、ピンクリボンに関する物品の販売。

実施日時 2010年2月11日（祝）

実施場所 鈴鹿サーキット（三重県鈴鹿市）

従事者の人数 販売要員１名、応援２名（平木、加藤、鷲野）

収入額 3,500円

支出額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担当者氏名；平木奈穂美

収入額

支出額



特定非営利活動に係る事業

イベント名 美しく健康に生きるために　～乳がんを学ぼう。ピンクリボン運動の紹介～

事業内容

開催日時 平成22年2月14日（日）

会場 鳥羽商工会議所　（鳥羽）

講師及び従事者 講師：吉澤佳奈子（本法人理事）、グッズ販売応援　1名（山口）

受講者 50名

収入額　70000円

講師料（交通費）　後日請求書にて振込
グッズ販売　￥18000

支出額　0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 美しく健康に生きるために　～乳がんを学ぼう。ピンクリボン運動の紹介～

事業内容 ピンクリボンに関する物品を、一般を対象に有料にて販売した。

実施日時 平成22年2月14日（日）

実施場所 鳥羽商工会議所　（鳥羽）

従事者の人数 販売要員1名

収入額 収入額　¥18,000

支出額 支出額　¥0

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担当者氏名；　山口奈緒

収入額

支出額



特定非営利活動に係る事業

イベント名 鹿島建設社員組合より依頼・ピンクリボン講演

事業内容
東海地区の乳ガン健診に対する一般の理解・知識を深め、乳ガン検診率アップを
目指すため、乳ガンの早期発見・治療の重要性をテーマに「乳ガンを知ろう」と
題した講演を鹿島建設社員組合員女性部を対象として開催した。

開催日時 ２０１０年２月２５日（木）

会場 鹿島建設株式会社・名古屋支社　会議室

講師及び従事者 講師：吉澤加奈子（本法人理事）、会場設営・受付要員1名

受講者 約３０人（　鹿島建設株式会社の従業員　）

収入額　３５０００円

（内訳）
講師謝礼金 ３５０００円

支出額　０円

（内訳）

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 鹿島建設社員組合より依頼・ピンクリボン講演

事業内容 ピンクリボンに関する物品を、一般を対象に有料にて販売した。

実施日時 ２０１０年２月２５日（木）

実施場所 鹿島建設株式会社・名古屋支社　会議室

従事者の人数 販売要員1名

収入額 ６０００円（バッチ１２個）

支出額 ０円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担当者氏名；吉澤。谷口

収入額

支出額



特定非営利活動に係る事業

イベント名 第３弾 ピンクリボンフェスタinﾓﾚﾗ岐阜 　女性のための健康づくり応援団

モレラ岐阜 ４周年祭 GWイベント
●「明るくさわやかに生きる」～アグネスが見つめた生命～ アグネス・チャン講演会
●マンモ車検診　（5月3日/コンラッド　5月4日/公衆衛生（青山様）

●ピンクリースづくり ●ピンクリボン「苔球づくり」 ●香りのストレスカウンセリ
ング
●岐阜美少女図鑑のモデルさんとのコラボレーション ステージ ピンクスペシャル

開催日時 平成２２年5月３日（月・祝）５月４日（火・祝）

会場 モレラ岐阜 　スノープラザ

講師及び従事者 女優アブネスチャン　女しましょう。とことん専属講師、グッツ販売ブース管理（山口D)

受講者 ６０名ｘ２日　（研究会メンバー　家族・知人など）

収入額　　　　　　　　　　円　＊別途山口なおさんより報告

●グッツ販売　●ピンクリボン工作材料（参加費）として収集　●マンモ検診 1,500円ｘ60名

支出額　○○円　＊名古屋ピンクリボン実行委員会からの支出はありません。

読映料：加納先生に120名分を依頼　（60名：公衆衛生社様より）(60名：オン・タイムより）

寄与・寄贈 （乳房模型寄与：チャリティー運営）　　　19800円ｘ2台　＋名入れ1000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 第３弾 ピンクリボンフェスタinﾓﾚﾗ岐阜 　女性のための健康づくり応援団

事業内容 ピンクリボンに関する物品を、一般を対象に有料にて販売した。

収入額

事業内容

支出額



実施日時 平成２２年5月３日（月・祝）５月４日（火・祝）

実施場所 モレラ岐阜 　スノープラザ

従事者の人数 販売要員1名

収入額 収入額　　　　　　　　　　円　＊別途山口なおさんより報告

支出額 支出額　○○円　＊名古屋ピンクリボン実行委員会からの支出はありません。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担当者氏名；　永井久美子



特定非営利活動に係る事業

イベント名 CTY!ﾜｲ!博ありがとうおかげさまでCTY開局20周年　「社会貢献 ピンクリボンブース」

CTY!ﾜｲ!博ありがとうおかげさまでCTY開局20周年　ケーブルテレビ　LALA　TV主催

●ピンクリースづくり　●ピンクリボンメッセージカード ●香りのストレスカウンセリング

●チャリティーイベント各種　（主催者側にて実施）

開催日時 平成２２年５月８日（土）５月９日（日）

会場 四日市ドーム

講師及び従事者 CTY社員、女しましょう。とことん専属講師

受講者 一般参加者　来場30,000人

収入額　12万円　＊ピンクリボン工作　（材料代として参加費を徴収）

●ピンクリボン工作材料（参加費）として収集

＊名古屋ピンクリボン実行委員会からの支出はありません。

①　トーマス寄付金　18万1600円 　（こども乗車参加費100円）を徴収　CTYより名古屋ピンクリボ
ン実行委員会通帳へ直接入金
＊社会貢献事業として、東海県内で活動されている団体へ寄付をしたいとの申し出があり、（女しま
しょう。とことん事務局/LALA　TV)と協議の上決定　名古屋ピンクリボン実行委員会への寄付を確
定いたしました。

② ピンクリボン工房ブース 材料費＝参加費３％寄与　3.381円 　（現金にて入金予定）

写真

その他の事業に係る事業（グッズ販売について）　＊グッツ販売なし

イベント名

事業内容

収入額

事業内容

支出額

寄与・寄贈

東京TV局から依頼でドームに到着
LaLa TV　関与



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；　永井久美子



特定非営利活動に係る事業

イベント名 第１９回Walkathon (国際チャリティフェスティバル２０１０)

事業内容

在日米国商工会議所及び名古屋国際学園共催のもと、中部地区に関わりのある外
国人を中心になって、ウオーキングを通し、楽しく社会貢献をしようをコンセプ
トにしたチャリティーイベントのチャリティーPR団体の1団体として、今年初めて
ブース出展。

開催日時 ２０１０年５月２３日(日曜日)

会場 名古屋市鶴舞公園内

講師及び従事者 吉澤佳奈子（本法人理事）・永井勇士・平木聖三・平木奈穂美・鷲野由貴・坂口雅和

受講者 チャリティーイベント参加人数１８００名　※天候は悪く一日雨でした。

収入額　○○円

（内訳）
協賛金 ○○円、　受講料 ○○円（○○円×○人）、　募金 ○○円

支出額　○○円

（内訳）
講師謝礼金 ○○円、　広告用印刷物 ○○円、　会場レンタル料 ○○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 第１９回Walkathon (国際チャリティフェスティバル２０１０)

事業内容 ピンクリボンに関する物品を、一般を対象に有料にて販売した。

実施日時 ２０１０年５月２３日(日曜日)

実施場所 名古屋市鶴舞公園内

従事者の人数 販売要員６名

収入額 5500円

支出額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担当者氏名；　坂口雅和

収入額

支出額



特定非営利活動に係る事業

イベント名 あおなみウォーク

事業内容
あおなみウォーク線、協会けんぽ、オーシャンズ共同主催の親子を対象に心と体
の健康づくりを目的とした楽しむウォーキングイベント

開催日時 2010年6月26日(土)

会場 あおなみ線沿線（荒子川公園駅～オーシャンアリーナ前）　8.6km

講師及び従事者

受講者 一般参加者

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 あおなみウォーク

事業内容 ウォーキングイベントに参加

実施日時 2010年6月26日(土)

実施場所 あおなみ線沿線（荒子川公園駅～オーシャンアリーナ前）

従事者の人数 参加４名（平木、坂口、鷲野、平木な）

収入額 0

支出額 0

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担当者氏名：平木奈穂美

追記： 午前9時より、荒子川公園駅に集合し、受けつけを行った後、コース案内に基づいて
各自ウォーキング。この日はあいにくの天候でしたが、中高年層を中心にひとりで
参加している方も多かったです。
数名の参加者からピンクリボンについて声をかけていただきました。

収入額

支出額



特定非営利活動に係る事業

イベント名 ピンクリボン早期発見啓発イベント「女性のための健康セミナー」

～乳がん治療最前線～　特別セミナー　～女性が幸せに暮らすために～　線なー

出演：遠藤竜也氏 安藤明夫氏 吉澤加奈子先生 加納裕士先生 原田さとみさん 司
会：山口なおさん

●マンモ検診車　●ブース出展

開催日時 平成22年6月26日（土）

会場 中電ホール

講師及び従事者
出演：遠藤竜也氏 安藤明夫氏 吉澤加奈子先生 加納裕士先生 原田さとみさん 司
会：山口なおさん

受講者 事前一般募集　400名程度

収入額　２７，０００円

●グッツ販売（バッチ10個、エコバック4個 Tシャツ7枚 Tシャツプレミアム1枚　●一般募金

寄与・寄贈

写真

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 ピンクリボン早期発見啓発イベント「女性のための健康セミナー」

事業内容 ピンクリボンに関する物品を、一般を対象に有料にて販売した。

収入額

事業内容

支出額



実施日時 平成２２年5月３日（月・祝）５月４日（火・祝）

実施場所 中電ホール内　特別ブース

従事者の人数 販売要員３名　谷口、中川、永井（オン・タイム）

収入額
27,000円●グッツ販売（バッチ10個、エコバック4個 Tシャツ7枚 Tシャツプレミアム1枚　●
一般募金

支出額 支出額　○○円　＊名古屋ピンクリボン実行委員会からの支出はありません。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担当者氏名；　永井久美子



特定非営利活動に係る事業

イベント名

事業内容

開催日時

会場

講師及び従事者

受講者

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 オジサンバンドコンティバル

ピンクリボンに関する物品を、一般を対象に有料にて販売

コンティバル出場者及び観覧者に向け加奈子先生が挨拶と啓蒙

ポスター及び啓蒙パネルの展示

実施日時 2010年7月25日(日)

実施場所 名古屋市公会堂

従事者の人数 参加４名（吉澤、平木、筒井、平木な）

収入額 主催者からのチャリティー（¥150,000）、グッズ販売及び募金(¥3,612）

支出額 0

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担当者氏名：平木奈穂美

収入額

支出額

事業内容



特定非営利活動に係る事業

イベント名 坪井花苑87の日セール

事業内容
坪井花苑にて毎年行われる8月7日のセールにあわせてお客様へピンクリボンフェ
スタの認知、乳癌啓蒙を合わせて店舗にマンモグラフィバスを設置、来場者に有
料(¥1,500)にて検診体験をおこなってもらう

開催日時 2010年8月7日（土曜日）

会場 坪井花苑本店

講師及び従事者 野田知里

受講者 来場者のうち19名が検診

収入額　218,925円

（内訳）
乳癌検診バス・読影費　218,925円

支出額　218,925円

（内訳）
乳癌検診バス・読影費　218,925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；　野田　知里

収入額

支出額



特定非営利活動に係る事業

イベント名 名古屋スポーツフェスティバルランド2010　（ほほえみウォーク）

事業内容

社団法人名古屋中法人会主催のイベント。主旨は健康と運動、食をテーマに地域の方々が楽しみなが
ら健康について考え、運動習慣の徹底や食生活の改善につなげて頂く機会の提供。TAXクイズラリー、
健康診断、体力測定、アトラクション、トークライブ等の実施や、他団体と連携して、農作物販売、子供職
業体験、ピンクリボン啓蒙運動、ソフトバレーボール大会などを開催。

開催日時 2010.10.11

会場 名古屋市中区栄　久屋大通公園

講師及び従事者 ピンクリボン啓蒙トークショーに加奈子先生、加納先生が参加

受講者

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 名古屋スポーツフェスティバルランド2010

事業内容 一般を対象に実施。Pパネル展示及び、ピンクリボンに関する物品の販売。

実施日時 2010年10月11日（祝）

実施場所 久屋大通公園（名古屋市中区栄）

従事者の人数 販売要員2名、応援２名（坂口、平木な、加藤、平木）

収入額 グッズ売上 11,700円　　募金 162円

支出額 0

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担当者氏名：平木奈穂美

収入額

支出額



特定非営利活動に係る事業

イベント名 第２回pink＋greenマラソン大会

事業内容
ピンクリボンとエコをテーマにしたマラソン大会。
開会式でのマラソン大会の参加者に対してのピンクリボントークショーや、無料
マンモグラフィ検診の実施など、健康に関する野外イベントでの啓蒙イベント、

開催日時 ２０１０年１２月４日（土）

会場 庄内緑地公園

講師及び従事者 講師：吉澤佳奈子（本法人理事）、イベント運営：１０名

受講者 485名（マラソン大会参加者）

収入額　1,781,000円

（内訳）
協賛金　 2,100,00円、　運営費　1,035,000円

支出額　1,757,528円

（内訳）
広告費　101,775円　運営費用　1,655,753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；　鷲野　由貴

収入額

支出額



特定非営利活動に係る事業

イベント名 PINK×PEARL WAVE 2010

事業内容
「子宮頸ガン」と「乳ガン」いのちと女性のカラダを考える趣旨のイベントで、
名古屋テレビ塔展望料金(600円)は別途ですが、無料での開催イベントに名義で参
加。

開催日時 2010/12/19

会場 名古屋テレビ塔(1Ｆタワースクエア／スカイデッキ)

講師及び従事者 講師：吉澤佳奈子（本法人理事）、会場設営・受付要員1名　(坂口雅和)

受講者 講演受講者約６0人（乳がんに関心のある一般市民）　イベント参加者約１５０名

収入額　０円

支出額　０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 PINK×PEARL WAVE 2010

事業内容
ピンクリボンに関する物品を、一般を対象に有料にて販売予定でしたが、急遽取り止
め。

実施日時 2010/12/19

実施場所 名古屋テレビ塔(1Ｆタワースクエア／スカイデッキ)

従事者の人数 ２名(吉澤佳奈子さん・坂口雅和

収入額 ０円

支出額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担当者氏名；坂口雅和

収入額

支出額






