
第 14回 定期総会

平成 27年 6月 21日(日)

特定非営利活動法人 日本ヨガ連盟



   法人 日本 YOGA連盟
定款 第 条

  法人     通   幼児  高齢者  

幅広 階層 対   病気 予防 健康維持

増進支援 関  事業及 指導者 資質向上

 育成 図 事業 行  社会 福祉 寄与 

    目的    



   法人 日本 YOGA連盟
定款 第 条

  法人  第 条 目的 達成     次 事業 行  

   特定非営利活動 係 事業

    巡回講習事業

    指導者 人材育成事業

   等   健康増進    調査及 研究事業

 官公庁等      受託事業

 広報活動事業

   等   地域貢献活動

   等   被災地復興支援活動



 第  号議案 

平成   年度

事業報告承認 件



巡回講習事業

対象者 件数 参加者数合計

成人   歳以上        

青少年 保護者含        

高齢者       

  他 障  者 妊婦      

都道府名 依頼件数 参加者数合計

青森       

岩手        

秋田     

宮城     

埼玉    

千葉      

東京     

神奈川     

岐阜    

滋賀       

京都      

大阪       

兵庫      

福岡       

大分      

合計         



カー（アシスタント)資格取得者数：3
人材育成事業
・アシスタント資格取得者 3名

（大阪 1 岩手 1 東京 1 ）

・インストラクター資格取得者 23名

平成 26年 5月 11日（日）
東京会場 2名
大阪会場 4名
福岡会場 8名
平成 26年 11月 9日（日）
青森会場 4名
東京会場 4名
大阪会場 1名

・ 7日間インストラクター養成講座
受講者数 25名

第 44回 東京地域 8名
第 47回 青森地域 5名
第 49回 宮城地域 6名
第 50回 大阪地域 6名



１、クアオルト推進部の活動報告

１．クアオルト推進部の活動報告

http://www.npo-yoga.com/category/hokoku_kurort

調査研究事業



２、ロコモケアメイト活動報告

http://www.npo-yoga.com/locomo-care-mate-project.html



官公庁等      受託事業

都道府名 依頼件数 参加者数合計

青森     

岩手       

宮城     

滋賀    

京都      

大阪     

合計       



・インターネット（ホームページ、フェイスブック）での情報発信

・機関誌の発行

・メールマガジンの配信

・パンフレット作成

広報活動



地域貢献活動事業

都道府名 対象者 回数

青森 青少年/成人 3

岩手 成人  

宮城 青少年  

滋賀 成人 1

福岡 障がい者  

大分 障がい者  



被災地復興支援活動事業

都道府名 実施箇所

岩手 3

宮城  



平成 26年 6 月 22日（日）午前 10時より福岡市博多区石城町 2-1
福岡国際会議場にて第 13回定期総会を開催し、下記付議事項を審議し
各議案ともに承認可決いたしました。

第 1号議案 平成 25年度 事業報告承認の件
第 2号議案 平成 25年度 収支決算報告書承認の件
第 3号議案 平成 26年度 事業計画 (案) 承認の件
第 4号議案 平成 26年度 収支予算 (案) 承認の件
第 5号議案 平成 26年度 役員の件

総会 関  事項



第 1回 平成 26年 4月 9日 スカイプ会議
第 2回 平成 26年 4月 17日 スカイプ会議
第 3回 平成 26年 5月 7～9日 プロミス仙台お客様サービスプラザ
第 4回 平成 26年 5月 18日 スカイプ会議
第 5回 平成 26年 5月 26日 スカイプ会議
第 6回 平成 26年 6月 3日 スカイプ会議
第 7回 平成 26年 6月 17日 スカイプ会議
第 8回 平成 26年 6月 21~22日 福岡国際会議場
第 9回 平成 26年 7月 2日 スカイプ会議
第 10回 平成 26年 7月 9日 スカイプ会議
第 11回 平成 26年 7月 15日 スカイプ会議
第 12回 平成 26年 7月 23日 スカイプ会議
第 13回 平成 26年 8月 20日 スカイプ会議
第 14回 平成 26年 8月 22日 スカイプ会議
第 15回 平成 26年 9月 1日 スカイプ会議
第 16回 平成 26年 9月 10日 スカイプ会議
第 17回 平成 26年 10月 3日 スカイプ会議
第 18回 平成 26年 10月 27日 スカイプ会議
第 19回 平成 26年 11月 11日 スカイプ会議
第 20回 平成 26年 12月 5日 スカイプ会議
第 21回 平成 26年 12月 22日 スカイプ会議
第 22回 平成 27年 1月 20日 スカイプ会議
第 23回 平成 27年 1月 21日 スカイプ会議
第 24回 平成 27年 2月 10日 スカイプ会議
第 25回 平成 27年 3月 4日 スカイプ会議
第 26回 平成 27年 3月 31日 スカイプ会議

理事会 関  事項



平成 27年 6月 21日現在の正会員数は以下のとおりです。

正会員数 ２１8名

会員 関  事項



 第 号議案 

平成   年度

決算報告 件



 第  号議案 

平成   年度

事業計画 案 承認 件



新定款により、27 年度の地域活動のバランスを見直すこと。

１、ロコモケアメイト 10000 人普及プロジェクト

２、はぐすくプロジェクト

 地域の活動を活発にするためにリーダーを選出する。

活動 基本方針



2 年度事業計画表
全国

通年 巡回講習事業

広報活動事業

ロコモケアメイト養成講座

会員間での勉強会

関東
6月
7月～

ロコモ予防ヨガ体操セミナー

7日間ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ養成講座

青森
5月
8月
11月
11月
通年

地域貢献「ごじゃらと広場」

地域貢献「砂浴」

地域貢献「アピオまつり」

ロコモケアメイト養成講座

クアオルト

滋賀
6、10月 ロコモケアメイト養成講座

岩手
4月
5月
6月~9月

7月～
11月
通年

地域貢献「介護予防ヨガ」

ロコモケアメイト養成講座

被災地支援「宮古市でこころの健康づくり事業」

7日間ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ養成講座
ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ試験

被災地支援「大船渡市で介護予防、青少年育成」

クアオルト

大阪
5月
7月
未定

ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ試験

ロコモケアメイト養成講座

ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ資質向上ｾﾐﾅｰ

宮城
5月
1月～
7月
9月
通年

ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ試験

7日間ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ養成講座
地域貢献「平日フェス」

地域貢献「ベビー＆ママヨガ研修会」

クアオルト

福岡/

大分

4、6月
7月～
8月
11月

ロコモケアメイト養成講座

7日間ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ養成講座
地域貢献「ﾊﾝﾃﾞｨｻﾎﾟｰﾄﾖｶﾞ」

ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ試験



 第  号議案 

平成   年度

予算 案 承認 件



 第 号議案 

平成   年度

役員 件



事業部名 担当者

巡回講習 杉元 友松

人材育成 石井

調査 研究 龍村

受託事業 杉元 友松

広報 阿部

地域貢献活動 阿部 遠藤

被災地復興支援 宇部

事業部名   担当理事



        

 人材育成指導員 

認定証授与



☆



☆


