特定非営利活動に係る事業
イベント名

栄ミナミ音楽祭

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・治療の重要性伝えるためにリーフレットを配布した。

開催日時

平成２３年5月14日（土）・15日(日)

会場

名古屋市中区 中電ビル前

講師及び従事者 吉澤加奈子（本法人理事）、会場設営・受付要員１０名、ボランティア15名
受講者

推定数千人（乳がんに関心のある一般市民 ）
収入額 11,511円

収入額

（内訳）
グッズ売り上げ11,511円
支出額 29,355円

支出額

（内訳）
パネルスタンド・ヘリウムガス代（近藤産興㈱）26,250円、交通費3,000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

栄ミナミ音楽祭

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２３年5月14日（土）・15日(日)

実施場所

名古屋市中区 中電ビル前

従事者の人数

販売要員2名 ボランティアスタッフ2名

収入額

11,511円

支出額
担当者氏名； 山口奈緒

特定非営利活動に係る事業
イベント名

第5回 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

モレラ岐阜 ショッピングセンター 5周年記念
マンモ検診車60名x2日
乳がんってどんな病気？自分の身体を知る 専門知識トークショー
女性のための健康応援
ピンクリボンチャリティ工作 パネル展示 グッツ販売
ピンクリボンモレライブ

開催日時

平成２３年５月８日（土）５月９日（日）

会場

モレラ岐阜 スノープラザ
出演〔吉澤加奈子先生〕 マルチタレント〔矢野きよ実さん〕
講師及び従事者 ●ハートフルホスピタルライブ ●歌姫アッシー ●MAYUMIライブ ●ゆるしねライブ、
グッツ販売ブース管理（山口D)
受講者
約数百人 Ｘ２日 （モレラ岐阜に来店した顧客など）
収入額
収入額

215,983円

（内訳）
イベント出演料 199,683円、グッズ売上金6,800円、募金9,500円
支出額 158,182円

支出額

（内訳）
イベント出演料 157,500円、振込手数料682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5回 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。

実施日時

平成２３年５月８日（土）５月９日（日）

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 永井、坂口さん、山口さん

収入額

6,800円

支出額

＊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

第20回Walkathon (国際チャリティフェスティバル2011)

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2度目のブース出展。

開催日時

2011年5月22日(日曜日)

会場

モリコロパーク

講師及び従事者 山口奈緒・平木聖三・平木奈穂美
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 9,500円
収入額

（内訳）
グッズ売上 8600円、 募金 900円
支出額 0円

支出額

（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

第20回Walkathon (国際チャリティフェスティバル2011)

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

2011年5月22日(日曜日)

実施場所

モリコロパーク

従事者の人数

販売要員１名

収入額

8,600円

支出額
担当者氏名； 山口奈緒

特定非営利活動に係る事業
イベント名

名古屋市共催/ in名古屋テレビ塔名古屋ピンクリボンフェスタ2011

事業内容

ピンクリボンメッセージ& 心と体の健康サポート＆ 省エネメッセージを２０１１年10月
１日「世界ピンクリボンＤＡＹ」にちなんで名古屋テレビ塔から情報配信。
今年、３年目の節目は、１０月のピンクリボン月間のメインイベントとして、啓発活動
の場を、テレビ塔に決定しました今話題となっているご家族の「絆」「命」に着目し、女
性のだれもが発病しやすいといわれている「乳がん」の早期発見、早期治療の大切
さを伝えるピンクリボン活動の一環としてメッセージイベントを実施いたします。また
同時に、2011年度世の常となってる「省エネ」「エコ生活」を認識すべくテレビ塔の１Ｄ
ＡＹ消灯を名古屋のシンボルタワーとして情報配信を図ります。

開催日時

2011年10月1日（土） 18：00 ～22：00／2011年10月2日（日） 9:00～16：00

会場

名古屋テレビ塔

講師及び従事者

吉澤加奈子、加納裕士（本法人理事）、他イベント運営：ボランティアスタッフなど約１
５名

受講者

チャリティーイベント参加人数 約１８００名（一般市民）
収入額

収入額

544,493円

（内訳）
協賛金 300,000円 ブース出展料(池山メディカルジャパン)21,000円・（アートネイ
チャー）136,500円・（クーババール）31,500円、募金 29,193円、グッズ売上 26,300円
支出額 1491,084円

支出額

（内訳）
ルミカ9,420円、振込手数料262円、 チラシ制作費62,580円 ライトアップ費用（デイラ
イト）577,500円 振込手数料210円、 音響費用他229,793円 振込手数料210円、出
演料（原田さとみ）30,000円 振込手数用420円・（ゴスペル）20,000円 振込手数料
262円・（ピエロ）10,000円 振込手数料262円・（バンド）10,000円 振込手数料105円、
設営費422,100円、風船制作費99,750円 振込手数料210円、交通費18,000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

名古屋市共催/ in名古屋テレビ塔名古屋ピンクリボンフェスタ2011

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

2011年10月2日（日） 9:00～16：00

実施場所

名古屋テレビ塔

従事者の人数

販売要員3名

収入額

26,300円

支出額

0円
担当者氏名； 山口奈緒

特定非営利活動に係る事業
イベント名

事業内容

2011 名古屋ピンクリボンフェスタin ﾐｯﾄﾞﾗﾝﾄﾞ
ミッドランド顧客の女性層へのアプローチ。「大切なパートナーを守りたい」「絆」を大
切にがテーマにし、女性の豊かなライフスタイルを応援。
■実施内容：「トークショ-」「サニーサイドゴスペル」ゴスペルステージ
「パネル展示」「マンモグラフィ検診」「ピンクリボングッズ」「ルミカの販売」

開催日時

2011年１０月１日（土） 11:00～16:00

会場

名古屋市名駅 ミッドランドスクエアB1

講師及び従事者 吉澤加奈子（本法人理事）、他イベント運営：ボランティアスタッフなど約１０名
受講者

一般来場者 ミッドランド顧客

収入額

収入額 464,100円
（内訳）
東和不動産㈱ 464,100円

支出額

支出額 466,500円
（内訳）
設営136,500円(近藤産興㈱)、運営費105,000円、マンモグラフィ体験費用100.000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；永井久美子

特定非営利活動に係る事業
イベント名

第3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

2011年11月3日（土）

会場

庄内緑地公園

講師及び従事者

イ吉澤加奈子、加納裕士（本法人理事）、他ベント運営：１０名 ボランティアスタッフ
30名

受講者

572名（マラソン大会参加者）

収入額

支出額

収入額 2,278,670円
（内訳）
参加費 1,902,700円、協賛金（ハートフルホスピタル）100,000円・（イワクラ）105,000
円・（ティア）105,000円・（ヨネックス）52,500円、チラシ制作払い戻し 13,470円
支出額 2,275,155円
（内訳）
パネル制作費5,775円 振込手数料105円、庄内緑地公園使用料4,200円、チラシ製
作費13,680円 振込手数料105円、マンモバス143,500円 振込手数料210円、スープ
制作費7,800円 振込手数料105円、協賛用パネル21,000円、チラシデザイン料52500
円、チラシ製作費13,680円 振込手数料105円、Tシャツデザイン料73,500円 振込手
数料210円、Tシャツ制作料383,670円、会場設営費（近藤産興㈱）561,750円 振込手
数料210円、スタッフ交通費24,000円、 ボランティア謝金35,500円、参加はがき
47,450円、消耗品4,789円、保険料48,230円、完走証印刷代 18,400円、タイム計測
料420,000円、ゼッケン制作費50,557円 振込手数料420円、ネット使用料51,817円
振込手数料210円、ポイント原資（植樹）30,000円 振込手数料210円、MC出演料
30,000円 振込手数料210円、次年度繰越金231,257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； 平木 聖三

