
※ 　 －

（連絡先電話・ＦＡＸ・メール）

※ （ホームページ）

□ アルコール

□ 循環器病

□ がん

事業（イベント）名

開催日・参加（実施）人数 回 　　人

事業（イベント）主催者

事業内容にあてはまるもの
をチェックしてください。

事業実施にあたって協働し
た団体があれば、ご記入く
ださい。（該当部のみ）

事業（イベント）名

開催日・参加（実施）人数 回 　　人

事業（イベント）主催者

事業内容にあてはまるもの
をチェックしてください。

事業実施にあたって協働し
た団体があれば、ご記入く
ださい。（該当部のみ）

事業（イベント）名

開催日・参加（実施）人数 回 　　人

事業（イベント）主催者

事業内容にあてはまるもの
をチェックしてください。

事業実施にあたって協働し
た団体があれば、ご記入く
ださい。（該当部のみ）

□展示　　□講座・講演　　□物品提供　　□周知協力　　□会場提供　　□測定・相談
□企画・事務局運営　　□その他（　            　　                                           　）

(1)大阪市・区　（協働先（具体的に）；　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　  　   ）
(2)すこやかパートナー　（協働先（具体的に）： 　　　　　　  　　   　 　　　　　　　　　　 　　　　　　）
(3)その他の団体（協働先（具体的に）；　　　 　　　　　　　  　　　　  　　　　　　　　　　　 　　　　　 ）

(1)大阪市・区　（協働先（具体的に）；　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　  　   ）
(2)すこやかパートナー　（協働先（具体的に）： 　　　　　　  　　   　 　　　　　　　　　　 　　　　　　）
(3)その他の団体（協働先（具体的に）；　　　 　　　　　　　  　　　　  　　　　　　　　　　　 　　　　　 ）

(1)大阪市・区　（協働先（具体的に）；　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　  　   ）
(2)すこやかパートナー　（協働先（具体的に）： 　　　　　　  　　   　 　　　　　　　　　　 　　　　　　）
(3)その他の団体（協働先（具体的に）；　　　 　　　　　　　  　　　　  　　　　　　　　　　　 　　　　　 ）

すこやかパートナー取組状況報告書兼記載事項変更申出書

次のとおり提出します。

平成　　年　　月　　日

④健康づくりに関する
活動分野

（担当者名　　　　　　　　　　　　）

※電話 ※FAX

①団体名及び登録番号

②代表者氏名

③団体所在地

□ 身体活動・運動

□ その他の健康づくり活動

□ 休養・こころの健康づくり □ たばこ

□ 糖尿病

□ 肝臓病

□ 歯の健康

□ 栄養・食生活

※

⑤平成  年度、平成  年度（予定も含む）に、すこやかパートナーとして取り組んだ事業をご記入ください。
　（書ききれない場合は、別紙様式をご使用ください。）

ア

平成　　年　　月　　日～平成　　年　　月　　日

□自団体　　□他団体（具体的に；　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

イ

平成　　年　　月　　日～平成　　年　　月　　日

□自団体　　□他団体（具体的に；　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□展示　　□講座・講演　　□物品提供　　□周知協力　　□会場提供　　□測定・相談
□企画・事務局運営　　□その他（　            　　                                           　）

ウ

平成　　年　　月　　日～平成　　年　　月　　日

□自団体　　□他団体（具体的に；　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□展示　　□講座・講演　　□物品提供　　□周知協力　　□会場提供　　□測定・相談
□企画・事務局運営　　□その他（　            　　                                           　）

＊本市の登録内容から変更がある場合には、ホームページの内容を更新させていただきます。ご了承ください。



（別紙様式）

事業（イベント）名

開催日・参加（実施）人数 回 　　人

事業（イベント）主催者

事業内容にあてはまるもの
をチェックしてください。

事業実施にあたって協働し
た団体があれば、ご記入く
ださい。（該当部のみ）

事業（イベント）名

開催日・参加（実施）人数 回 　　人

事業（イベント）主催者

事業内容にあてはまるもの
をチェックしてください。

事業実施にあたって協働し
た団体があれば、ご記入く
ださい。（該当部のみ）

事業（イベント）名

開催日・参加（実施）人数 回 　　人

事業（イベント）主催者

事業内容にあてはまるもの
をチェックしてください。

事業実施にあたって協働し
た団体があれば、ご記入く
ださい。（該当部のみ）

事業（イベント）名

開催日・参加（実施）人数 回 　　人

事業（イベント）主催者

事業内容にあてはまるもの
をチェックしてください。

事業実施にあたって協働し
た団体があれば、ご記入く
ださい。（該当部のみ）

事業（イベント）名

開催日・参加（実施）人数 回 　　人

事業（イベント）主催者

事業内容にあてはまるもの
をチェックしてください。

事業実施にあたって協働し
た団体があれば、ご記入く
ださい。（該当部のみ）

□自団体　　□他団体（具体的に；　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

(1)大阪市・区　（協働先（具体的に）；　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　  　   ）
(2)すこやかパートナー　（協働先（具体的に）： 　　　　　　  　　   　 　　　　　　　　　　 　　　　　　）
(3)その他の団体（協働先（具体的に）；　　　 　　　　　　　  　　　　  　　　　　　　　　　　 　　　　　 ）

平成　　年　　月　　日～平成　　年　　月　　日

□展示　　□講座・講演　　□物品提供　　□周知協力　　□会場提供　　□測定・相談
□企画・事務局運営　　□その他（　            　　                                           　）

□展示　　□講座・講演　　□物品提供　　□周知協力　　□会場提供　　□測定・相談
□企画・事務局運営　　□その他（　            　　                                           　）

平成　　年　　月　　日～平成　　年　　月　　日

□自団体　　□他団体（具体的に；　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□自団体　　□他団体（具体的に；　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

平成　　年　　月　　日～平成　　年　　月　　日

□展示　　□講座・講演　　□物品提供　　□周知協力　　□会場提供　　□測定・相談
□企画・事務局運営　　□その他（　            　　                                           　）

平成　　年　　月　　日～平成　　年　　月　　日

□自団体　　□他団体（具体的に；　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□展示　　□講座・講演　　□物品提供　　□周知協力　　□会場提供　　□測定・相談
□企画・事務局運営　　□その他（　            　　                                           　）

平成　　年　　月　　日～平成　　年　　月　　日

(1)大阪市・区　（協働先（具体的に）；　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　  　   ）
(2)すこやかパートナー　（協働先（具体的に）： 　　　　　　  　　   　 　　　　　　　　　　 　　　　　　）
(3)その他の団体（協働先（具体的に）；　　　 　　　　　　　  　　　　  　　　　　　　　　　　 　　　　　 ）

⑤平成24年度、平成25年度（予定も含む）に、すこやかパートナーとして取り組んだ内容をご記入ください。

□展示　　□講座・講演　　□物品提供　　□周知協力　　□会場提供　　□測定・相談
□企画・事務局運営　　□その他（　            　　                                           　）

(1)大阪市・区　（協働先（具体的に）；　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　  　   ）
(2)すこやかパートナー　（協働先（具体的に）： 　　　　　　  　　   　 　　　　　　　　　　 　　　　　　）
(3)その他の団体（協働先（具体的に）；　　　 　　　　　　　  　　　　  　　　　　　　　　　　 　　　　　 ）

(1)大阪市・区　（協働先（具体的に）；　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　  　   ）
(2)すこやかパートナー　（協働先（具体的に）： 　　　　　　  　　   　 　　　　　　　　　　 　　　　　　）
(3)その他の団体（協働先（具体的に）；　　　 　　　　　　　  　　　　  　　　　　　　　　　　 　　　　　 ）

□自団体　　□他団体（具体的に；　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

(1)大阪市・区　（協働先（具体的に）；　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　  　   ）
(2)すこやかパートナー　（協働先（具体的に）： 　　　　　　  　　   　 　　　　　　　　　　 　　　　　　）
(3)その他の団体（協働先（具体的に）；　　　 　　　　　　　  　　　　  　　　　　　　　　　　 　　　　　 ）


