
カナエール福岡報告書

2014年9月

カナエール福岡実行委員会
認定NPO法人ブリッジフォースマイル

2014
<福岡>



カナエール福岡報告書2014 目次

P.4 実施概要

P.5 支援対象者『カナエルンジャー』

P.6 サポートボランティア『エンパワチーム』

P.7 オリエンテーション

P.8 合宿

P.9 チーム活動

P.10 事前発表会とスピーチトレーニング

P.11 夢スピーチコンテスト

P.16 来場者 アンケート

P.17 カナエルンジャー アンケート

P.18 エンパワ アンケート

P.12 プロモーション

P.13 ファンドレイジング

P.14 メディア掲載

P.15 収支報告

P.2 カナエールを終えて

P.3 カナエールとは？

P.19 よろずナビ／卒業まで見守るしくみ

P.20 カナエールを支えてくださった方々

P.21 協賛・協力企業



2

カナエール福岡2014 を終えて

カナエールは2011年に東京で創設され、今年、東京以外の地域で初めて福岡県と横浜市

で開催することができました。福岡県での開催実現にあたっては、活動にご賛同くださる支援

者の皆様をはじめ、市民のボランティアによる直接的なサポートや実行委員による企画運営、

地域の協賛企業や著名な方々によるご協力、施設職員による後押しやフォローなど、様々な

方面から多様なご支援をいただいたらこそ実現することができました。そのすべての皆様に、

心より感謝申し上げます。

カナエールは「希望格差の是正」をテーマとした、児童養護施設を退所した子どもたちが、

大学や専門学校等へ進学し、卒業までを支える奨学金プログラムです。もともと、施設で生

活する子どもたちは、親からの虐待や様々な経験から、「自己肯定感」を持つことが難しいと

いわれています。その上、施設を退所した後の公的支援はとても限られており、自らの将来

に生きる希望や意欲を持つことすら難しい現実があります。

傷ついた子どもたちの意欲を育み、社会的な自立を実現する為には様々な支援が必要と

なりますが、私たちはその 初のアプローチとして、「身近なロールモデル」の存在が一つの

糸口となるのではないかと考えています。施設の子どもたちは、施設を退所した先輩たちの

背中を見ています。夢を叶え、活き活きと活躍する身近な先輩の姿があれば、「自分にもで

きるかもしれない！」という希望を持てるのではないでしょうか。カナエールは施設を退所した

後に、大学や専門学校に進学して自らの夢を叶えようと挑戦する子どもたちを支援し、身近

なロールモデルとなる先輩たちを育むことで、「自分にも進学のチャンスがある、努力次第で

夢は叶う！」と施設に暮らす後輩たちに“希望のバトン”をつないでいくプログラムなのです。

今年、福岡県の奨学生（カナエルンジャー）5名は、会場に集まった300人近くの支援者の

前で、堂々と夢を語りました。「施設に暮らす子どもたちのことを知ってほしい」、「自分たちと

同じような思いをする子を減らしたい」、「あとに続く後輩のためにも頑張りたい」など、夢と共

に語られた心からのメッセージが会場の支援者の皆様に伝わったことを感じました。

進学して夢を追いかける子どもたちの挑戦も、その子どもたちを支えて「身近なロールモデ

ル」を育むカナエール福岡の挑戦も、本当にまだ始まったばかりです。夢の実現には、より多

くの皆様のご理解とご賛同を必要としています。子どもたちの夢を共有するこの素晴らしいプ

ログラムに、皆様と共に活動できることを心より楽しみにしています。

これからもカナエルンジャーたちと、カナエール福岡を、よろしくお願いします。

カナエール福岡実行委員会

実行委員長 窪田広信
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カナエールの特徴

カナエールは児童養護施設を退所する子どもたちの大学進学及び専門学校への進学を支援する奨
学金プログラムです。ただ、カナエールには一般の奨学金と大きく異なる幾つかの特徴があります。

● 返還不要の奨学金
まずカナエールの奨学生となる子どもたちは、大学入学時に一時金として30万円、そしてその後、卒

業までの 大4年間、毎月3万円を返還不要の給付型奨学金として受け取ることができます。

● 原資は市民や企業からの寄付
次に、それらの奨学金(資金)を誰が出すのかということですが、これらは全て地域の市民からの寄

付、及び企業寄付で賄われます。

● 奨学生になるための条件

そして、この奨学金を受ける為に奨学生にはある条件が課せられます。それが、これら資金提供者
となる一般市民を集めた“スピーチコンテストに出場する事”です。奨学金を受けたい児童は、資金支
援者たちの前で、自分が何故この奨学金を受けたいのか、大学に行って何を学び、そして何になりた
いのか。という自分の夢を語るスピーチを行うのです。

● 顔の見える支援

これによって、支援する側は誰を支援しているのか？支援される側は誰に支援されているのか？が
分かる【顔の見える支援体制】を作り出します。(東京では約300名を集めてスピーチを行っています)

● ４人１組のチーム

しかし、様々な問題を抱えて施設に暮らす子どもたちが、すぐに大勢の人前で夢を語る事ができるか
というと、中々できません。そこで、約3ヶ月前にさかのぼり、一般市民のボランティア3名と奨学金を受
けたい児童1人の【4人1組のチーム】を作ります。そして、そのチームで、予め用意された様々な合宿

や研修プログラムを経て、大人と子どもが一緒になって、スピーチを作り上げていくのです。この過程
こそが、カナエールが も大切とする部分であり、通常の奨学金と一線を画す部分です。

● 大人との関わり

施設に暮らす子どもたちは社会との繋がりが薄く、施設を出て社会で生きていく事に大きな不安と孤
独を感じています。このカナエールのプログラムを通じて子どもたちは、施設を出ても、これだけ沢山
の大人たちが自分たちに関心を寄せ、そして真剣に話を聞いてくれる大人たちが居ることを知る機会
と成ります。

● 支える側の理解

また、市民の側も、今までそういった子どもたちに関心を持ちながらも、実際に関ったことのある人は
とても少ないのが現状です。そうした市民が、カナエールを通じて直に子どもたちと関わり接することで
、子どもたちがどういった問題を抱えているのか、本当に何を必要としているのかを知る機会となり、
社会における子どもたちの理解者や受け皿となっていってくださると考えています。

● 夢をカナエール！

そして 後にもう一つ重要な事は、施設に暮らす子どもたちは、必ず先輩たちの背中を見ているとい
うことです。それらの子どもたちを私たち市民が見守り支えることで、それは今、施設に暮らす数万人
の子どもたちにとって、自分たちは決して見捨てられていない、施設を出ても一人ではない、自分たち
も生きて夢を描いていいのだという、大きな希望の光を灯すこととなるのです。

子どもたちの未来を支えるこのプログラムに、ぜひ皆さんのご参加をお待ちしています。
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カナエールの全体図

当日ボランティア
コンテストの運営ボランティア

スペシャルアンバサダー
カナエールに賛同している著名人

講師
ボランティア研修、

スピーチ研修を行う

アドバイザー
エンパワチームの相談役

SNS
支援者との交流サイト

一般非公開

奨学金
コンテスト出場を条件に給付

一時金30万円

卒業まで月々3万円

意欲

エンパワチーム
サポートボランティア

コンテストまで、原稿作成や

紹介VTRづくりを行う

審査員
コンテストの審査員

チャリティイベント
寄付先として参加

PRの機会

カナエルンジャー
支援対象者

児童養護施設退所後、

進学し、夢をかなえたい若者

協賛企業
カナエールへの

資金提供

PC、通信機器
ITに触れる機会の提供

授与:ノートPC

貸与：Pocket‐wifi、iPhone

物品提供
コンテスト上位者への副賞

来場者へのお土産

実行委員会
プロジェクトの企画、

運営を行う

コンテスト来場者
コンテスト来場者

夢チケットは奨学金に充て

られる

寄付者
一般寄付

チャリティイベント

等での寄付

スピーチコンテスト
夢を発信し、応援者を募る

場夢や自分と向き合うた

めのプログラムを用意

資金

奨学金継続サポーター
1口2000円の継続寄付

15口で一人を支える
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カナエール2014実施概要

●カナエール2014 カナエール参加者

●カナエール2014 実施スケジュール

●主催 カナエール2014実行委員会

●運営 認定NPO法人ブリッジフォースマイル

○横浜共催 横浜市こども青少年局

○福岡運営協力 NPO法人国際教育支援機構スマイリーフラワーズ

●後援 厚生労働省

東京 横浜 福岡

コンテスト来場者 533 413 251

カナエルンジャー（奨学生） 9 10 5

エンパワチーム（サポーター） 29 28 15

審査員 4 4 5

コンテスト運営スタッフ 45 42 30

実行委員 15 16 20

合計 635 513 326

カナエール2014は、東京、横浜、福岡の3か所開催となりました。横浜では、横浜市との共催で実現。「横浜市社会福
祉基金」を奨学金の原資とし、運営は東京と同じくブリッジフォースマイルが担うこととなりました。福岡は有志が立ち
上がり、寄付予約者や運営者の確保ができること等を開催条件として、2013年5月から9月までの期間にキャンペーン
を展開しました。その後、開催条件を満たしたため、2014年度の開催が実現しました。

東京 横浜 福岡

奨学生募集開始～締め切り 11/8～1/8 11/15～1/15

児童、施設職員向け募集説明会 12/16 12/16

サポーター募集説明会 1/12,15,18,19,22,29,2/2 1/15

奨学生面接審査 2/1.2 1/29,30,2/2 2/15

サポーター研修 2/16 2/16

サポーター（クリエーター）研修 2/19 3/17,3/24

奨学生オリエンテーション 3/2 3/9

合宿 3/29‐30 3/29,30

サポーター相談会 5/11 4/10,5/22

事前発表会 5/24 6/1 6/1

スピーチトレーニング 6/7,8,14,15 5/18

夢スピーチコンテスト 6/29 7/6 7/6

解散式 7/20 8/3
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奨学金支援対象者 『カナエルンジャー』

カナエールの支援対象者は奨学生であると同時にコンテスト出場者でもある。本プログラムにおいて、奨学生はカナ
エルンジャーと呼ばれる。対象は施設で生活する高校生、または専門学校、大学等へ進学中の施設退所者。

１、募集
【期間】 2013年11月15日～2014年1月15日

【対象者】 児童養護等施設及び里親家庭で生活する高校2、3年生、又は進学中の施設及び里親退所者。

【応募条件】 プログラムの主旨を理解し、スピーチコンテストへの参加ができること。

【方法】 福岡県内にある児童養護施設及び、自立援助ホーム等に出場者募集案内を送付。

２、選考
【期間】 2014年1月下旬～2月上旬

【選考】 選考委員3名による書類選考と面談を実施。

【選考方法】 選考基準に従い、各委員が選考を実施。

【福岡選考委員】

伊藤 啓司 … カナエール福岡2014チームトレーニング統括責任者

島田 妙子 … 株式会社イージェット代表取締役社長

兵庫県虐待防止アドバイザー

荻野 淳也 … 株式会社ﾗｲﾌｽﾀｲﾙﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽ代表取締役社長

カナエール全国展開統括責任者

【福岡応募者数】 6名（男性3名、女性3名）*内1名辞退

３、選考結果
【福岡合格者内訳】

男女別： 男性2名、女性3名

学年別： 高校2年生1名、高校3年生3名、大学2年生1名

出身施設等所在地別： 福岡市内3名、福岡市外2名

振り返って

選考基準
１、継続力
２、意欲
３、共感力
４、内省力
５、他者への感謝、思いやり
６、支援の必要性

福岡ではカナエールというプログラム自体が初めての取り組みであった為、施設関係者を含めた奨学生（カナエルン

ジャー)の募集が思うように進まず、プログラムの主旨や内容について理解いただくことに時間を要した。それらのことを

踏まえ、来年度はより早い時期から告知を開始し、奨学生の募集啓発に努めたい。

また今年度は募集人数に対する 終応募人数が同数だった為、選考に時間を要さなかったが、来年度以降に応募人

数が増えた場合、その選考スケジュールや場所、内容や選考基準をより明確にしておく必要があると感じた。



7

原稿作りサポートボランティア 『エンパワチーム』

１、募集
【期間】 2013年12月15日～2014年2月15日

【募集方法】インターネット上での告知、支援者への告知、紹介

【募集人数】

メンター5名、クリエーター5名、マネージャー5名 合計15名

【説明会参加人数】23人

【エントリー方法】書面による提出

【エントリー人数】15人

２、チーム編成
役割の希望、住所、性別、年齢などを判断材料に、5チームの

組み合わせを行った。

３、研修
【エンパワ研修】 リスク管理、コミュニケーション、チームビルディング

日時： 2014年2月16日

場所： 福岡市NPOボランティア交流センター

参加者： エンパワメンバー15名、実行委員5名

【クリエイター研修】 映像編集ソフトの使い方の講座

日時： 2014年3月17日、24日

場所： 福岡県Ruby

参加者： エンパワメンバー5名、実行委員3名

エンパワの役割

・メンター：

スピーチ原稿作成、メンタルサポート

・マネージャー：

チームメンバーの日程調整、事務局

との連絡、進捗報告

・クリエイター：

コンテストで上映する紹介VTR作成、

デジタルビデオを使っての撮影、編

集ソフトを使っての編集

カナエールで重要な役割を担うのが、奨学生のスピーチ原稿の作成をサポートする市民ボランティアである「エンパワ

チーム」。大勢の前で夢を語るという課題を乗り越えるため、カナエルンジャー1名につき、エンパワチーム3名で支える

体制をとっている。スピーチコンテストまでの120日間、関係性を築きながら、一緒に準備を行った。

振り返って

参加動機、住所、性別、年齢などのバランスを考慮しなければならず、エンパワ募集は、定数よりも多めに人数が確保

できないと、チーム分けが非常に難しいことを実感した。特にクリエーターの募集は、たいへん苦戦した。更にメンバー

が決まった後も専門的なアドバイスや質問への回答などができず、早期からの専門家の関わりが必要と感じた。

次年度は必要な人材の確保、および余裕のあるエンパワ人数の確保の為にも、エントリー条件を分かりやすく明文化す

ること、HPへの告知や口コミなどでも早期より声掛けするなどの対応を実施したい。

４、サポート体制
【専門的なアドバイス】
専門講師に映像作成に関するアドバイザー役を依頼し、クリエーターを対象として数回に亘る研修会を実施した。
また開催初年度で経験者が居ない為、チーム間を超えて問題や相談ができるエンパワ相談会を実施した。
【情報共有】
メーリングリスト、LINE、Facebookグループを活用して、連絡や情報共有を行った。
【その他】
定期的に東京本部と連絡を取り、都度のトラブルや課題を共有し、アドバイスを貰った。

エンパワ研修の様子



１、概要
【日時】 2014年3月9日 10時〜

【場所】 NPOボランティア交流センター

【参加者】 カナエルンジャー5名、エンパワ15名

実行委員12名

【内容】 プログラムの流れの説明、ＬＩＮＥ・ＰＣ研修、親交を深める

ワークショップ、エンパワメンバーとカナエルンジャーの顔合わせ、

チーム発表

２、自己紹介～概要説明
まずは、カナエルンジャーだけが集まり自己紹介そして実行委員長

の窪田から概要を説明。「カナエールとは何か」「起こりがちなリス

ク」などをダイアローグなどもまじえながら理解をしていった。

３、顔合わせ＆チーム発表
昼からはエンパワメンバーが合流し、全員で自己紹介。

その後互いの交流を深めていくワークショップやダイアローグを

実施。そこでの様子も一部参考にしながらチーム発表を行う。

緊張感はありつつも、エンパワチームのつくりだす温かいムードが

とても心地良く、各チームとも少しずつ打ち解けていくのが感じられ

た。

４、ＩＴ研修／クリエイター説明
チーム活動の連絡手段となるＬＩＮＥでのコミュニケーションを中心に

研修を実施。またPC利用、G‐MAILの設定なども行った。中には普段

ITを余り使用していないエンパワも居たが、若いルンジャーが中心

となってエンパワに教える姿など、ワーク的な雰囲気が見られて良

かった。

カナエルンジャーが初めて集合する場となるオリエンテーション。その目的は、「①エンパワーチームで打ち解ける」、

「②カナエールのゴールを理解する」、「③カナエール活動中のコミュニケーション手段とルールを理解する」の３つであ

る。初顔合わせということもあり、出だしは硬い表情だったが、様々種類のワークもこなし充実した1日となった。

連絡手段としてLINEを導入

チーム間のコミニュケーションツールのひ
とつとして無料通話も行えるLINEを導入し、

カナエルンジャー、エンパワに対して使い
方のレクチャーを行った。
カナエルンジャー5人の全員が携帯を保
持、ほぼ全員がLINEを使ったことがあると

いう状況だったため、スムーズな運用に
つながった。

非常に情報量が多く、一日での詰め込み過ぎ感は否めない。しかしルンジャーを含めた全員のスケジュールを合わせる

ことは容易ではない為、合同で伝えておくべき情報と、後日でも良い情報を精査し、いかに効率良く、伝えるべきことを理

解しやすく共有するかについて、更なる改善が必要である。

また、合宿までは原則チーム活動はしない方針で進めたが、顔合わせから合宿まで約1か月あり、その間の時間を有効

に使えるのではという意見がでた。この是非は、来年以降あらためて検討したい。
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振り返って

プログラムについて丁寧に説明

エンパワによる施設訪問

エンパワチームによる担当カナエルン
ジャー施設等への訪問を実施した。ア
ポイントの取り方、心構えなどを事務局
から共有し、担当職員へ挨拶、今後懸
念される事等を話し合った。早期から
施設との連携を実現することで、施設、
エンパワ、事務局とそれぞれの立場か
らサポートを行うことを目標とした。

オリエンテーション



合宿
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１、実施概要
【日時】 2014年3月29日・30日

【場所】 玄海青年の家

【参加者】 カナエルンジャー 5名、エンパワ15名

実行委員12名、特別ゲスト１名、TV局関係者6名

２、チームビルディング・ワーク
初日のスタートは体と頭をほぐす為の「アイスブレイク」から。ここで

打ち解けつつウォーミングアップ。その後「①自分のモチベーションの源

泉を探る」、「②自分の夢をストーリー化する」、「③理想の自分になって

インタビュー」という３つのワークを実施。エンパワもカナエルンジャーと

同じワークをやることでカナエルンジャーの視点や立場を理解すると同

時に自分自身の夢とも向き合うという体験をしてもらうことを狙った。

３、フラッグ作成・1日目振り返り
夕方からはチームのフラッグづくりを行う。前半のワークで一体感と夢

の共有をした流れでチームの結束をさらに深めることを狙った。

また夜はカナエルンジャーと、エンパワメンバーに分かれてそれぞれで

振り返る時間を取り、感じている疑問や不安を少しでも取り除くことを

行った。

４、原稿草案づくりとプレスピーチ
2日目は、1日目につくったチーフフラッグの発表からスタート。その後

原稿づくりに取り掛かる。チームごとに様々な課題が浮き彫りになりつ

つも、草案をつくり合宿の締めとして、各チームが発表を行った。

粗削りながらも、ストレートに自分の思いが込められたスピーチに、感

動するエンパワたち。

この発表で、カナエルンジャーもエンパワも自分達の「現状」を知り、

ここからカナエールがはじまるという気持ちを新たにし合宿を終了した。

スペシャルゲストについて

ルンジャーたちのロールモデルでもあり、

理解者となる兵庫県虐待防止アドバイ

ザーの島田さんをお招きして、初日の午

後に講演を実施。

自身が受けた壮絶な虐待経験を元に、

今の幸せを語る島田さんの姿に、自分

たちの将来を重ねるルンジャーたちの様

子が伺えた。夜にはルンジャーと島田さ

んだけの時間を設け、ルンジャーのスト

レスを解放する時間を意図的に用意した。

コンテスト本番に向けてチーム活動が本格始動する前に、原稿作成のベースをつくり上げることを目的として、1泊2日で

開催。チームメンバーの関係性を深め、本番に向けて進むべき方向とベクトルを合わせられるよう、チームごとのワーク

を中心に実施。研修トレーナー責任者は、カナエール2011のエンパワとして参加したスタッフが担当。

大きなトラブルや遅れもなく無事に2日間のプログラムを終了した。オリエンテーション以来、約1ヶ月ぶりの再会

ということもあり、 初こそ少し表情が硬かったが、お互いの原点や夢を共有するワークを進めるうちに、ルン

ジャーが少しずつ、でも確実に心を開き始めているのが分かるほど、その表情に大きな変化が感じられた。

ただ、やはり自己開示をするということに抵抗を示す（黙る・表面的な話ばかりをする・言い訳をする）傾向も見ら

れたが、その辺りはエンパワのルンジャーに向き合う真剣な姿勢が、上手く伝播していたように感じられた。

また、スペシャルゲストの島田さんを招いての夜の集まりでは、ルンジャーのストレスを上手く解放してくださり、

ルンジャーがより深く自分に向き合う手助けとなったと感じた。

振り返って

合宿 ワークの風景



全員にとっての成長の機会

チーム活動は、各チーム毎に様々な葛藤

やドラマが起こる。しかし、この過程こそが

チームに成長をもたらし気づきを与えてく

れる。あらためて夢と向き合う。チームづく

りに悩む。自分自身を見つめるなど、カナ

エールは関わる全ての人に学びと成長を

与えている。
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チーム活動

１、原稿の作成
メンターが中心となりつつも、チーム一丸となってカナエルンジャーの

夢の原点、抱えている思いを掘り下げていく。 初からある程度まと

まっているチームもあれば、何度も内容が変わるチームと様々では

あったが、チーム活動を通じてカナエルンジャー、エンパワともにお

互いの距離を縮めながら成長が感じられた。節目の事前発表会やス

ピーチトレーニングなどでも、チーム外の客観的意見が反映し、原稿

のクオリティも高めることに貢献した。実行委員による原稿チェックは、

合宿 終日のプレプレスピーチ、コンテスト約1か月前のプレスピー

チ、そしてコンテスト1週間前の3回実施。

２、紹介VTRの制作
コンテストで上映する3分間の映像は、スピーチだけでは分からない

カナエルンジャーの日常の様子や人となりを知ってもらうためのもの

として作成。クリエイターにより差が出たが、クリエーターだけの研修

会を開くなどクリエーター同士の横の繋がりをつくり助け合うことがで

き、 終的には各チームとも満足のいくクオリティに仕上がった。

３、仕事人インタビュー
チーム活動の大きなコンテンツの一つで、将来目指す先にいる、先

輩となる人物に会いに行き、どのようにして夢をかなえたのかをイン

タビューした。普段は会えないような人に、サポーターのつながり等

でアポイントをとり、訪問。夢を目指す自分に必要な事に気づいたり、

世界を広げる機会として、カナエルンジャーにとっては大きな経験と

なった。

ルンジャー１人に対して３人のエンパワメンバーが付き、４人一組のチームを構成する。チームはコンテストに向けて

合宿後約90日間掛けてスピーチの原稿作りを行う。チームに課せられる課題は、スピーチの原稿作成と紹介VTRの

作成。この二つを90日間の中でチームごとに進めていく。またコンテスト約1か月前には事前発表会を実施する。

振り返って

カナエルンジャーによって原稿の仕上がりスピードに差はあったものの、ほぼ全員が約3ヶ月間でクオリ

ティを高めることができた。エンパワメンバー同士、および事務局との意見のぶつかり合いも生じたが、結

果的にはそれが課題を全体で共有する機会へとつながり、改善への機会を作り出したといえる。クリエー

ターへの情報共有やスケジュール設定の甘さなどが目立ったこと、全体の規定に関する事項の共有と設

定については次年度の大きな課題である。



事前発表会とスピーチトレーニング
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１、事前発表会

【日時】 2014年6月1日

【場所】 人権啓発ココロンセンター

【参加者】 カナエルンジャー5名 エンパワ 15名 実行委員11名

ゲスト/NPO法人ブリッジフォースマイル理事長 林恵子

講師/河面 元KBCアナウンサ/現スピーチ講師

【内容】

・現時点でできている原稿をもとに本番に近い形で、

通しで全員スピーチを実施

・全員のスピーチが終了後に、チーム単位に分かれて河面先生と

林理事長より、それぞれ細かくフィードバックと指導をいただいた

・その後、当日参加者全員からのフィードバックを実施、チーム外

のエンパワメンバーからの意見も取り入れた。

・全体で河面先生より、発声等のトレーニングを実施。観衆を前に

したスピーチの目線の配り方や、メンタルの持ち方などの心構え

についても指導頂いた。

・フィードバックを元にチーム単位で振り返りとトレーニングを実施。

本番に向けて意気を新たにした。

クオリティUPのターニングポイント

チーム活動では互いの状況がわか

らない中、事前発表会やスピーチト

レーニングは自分の現在地を知る

重要な機会となっていた。

またその後の進化が非常に大き

かったという点からタイミング・内容

ともに効果が高かったと感じる。

コンテスト1ヶ月前、全体が集合する大切な機会。本番に近い形でスピーチしてもらい、KBCテレビの元アナウンサーで

あり、スピーチ講師の河面先生のご協力をいただき、本格的なスピーチトレーニング、そしてフィードバックを行った。

また、東京からブリッジフォースマイル 林恵子理 事長にもご参加頂き、緊張感を持って予行演習とスピーチトレーニン

グを実施した。

振り返って

事前発表会はスピーチ1回のみとして、その分チーム活動の時間を増やした。結果として効果的だったと感じる。

また、元KBCアナウンサーの河面先生に講師としてご参加いただき、発声練習をはじめスピーチのころ構えなどについ

てもご指導をいただいた。今までチーム内だけで見てきたものに、客観的視点が入ることによって、率直な意見を聞くこ

とができ、各チームとも内容の濃い事前発表になったと感じた。また更には講師だけでなく、カナエルンジャーが普段と

異なる自チーム以外のエンパワメンバーの意見を聞く機会を設けたことにより、自チームに固定されがちなメンバーの

視点を、カナエール福岡全体への想いへとシフトできたと感じた。
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夢スピーチコンテスト

１、実施概要
【日時】 2014年7月6日13時〜15時

※リハーサル:9時〜／交流会15時半〜

【場所】 NTTレソラ天神夢ホール

【参加者】 観客 256名 イベントボランティア 32名 MC 2名

審査員 3名 特別審査員(企業賞) 1名

エンパワチーム28名 カナエルンジャー10名

【プログラム】

1.開催前 特別ミニ講演 黒岩禅氏

2.オープニングムービー、開会宣言

3. 児童養護施設についての説明

4.カナエルンジャー発表 紹介VTR3分間＋スピーチ5分間

5.審査員代表からのメッセージ

6.スペシャルライブ

7. エンパワメンバー代表からのメッセージ

8. 総評、表彰式、閉会宣言

２、来場者とカナエルンジャーの交流
【メッセージカード】

事前にメッセージカードを来場者に配布し、スピーチを終えたカナエル

ンジャーへ応援メッセージを記入してもらう。直接カナエルンジャーに渡

してもらえるよう、交流会での手渡しを促した。カードは、いったん回収し、

後日、アルバムにしてカナエルンジャーにプレゼントした。

【交流会】

コンテスト終了後、同会場にてカナエルンジャーに直接声を掛けて頂け

るよう、交流会の時間を設定。メッセージカードを手渡し頂き応援のお

声掛けを頂いた。またプレス関係者向けにカナエルンジャーへのインタ

ビュー時間を設けた。

３、寄付集め
【寄付案内】

コンテスト会場内にカナエールへの寄付の申込を案内をするブースを

設けた。

審査方法

審査員が下記3項目を1~5点で評価。合
計点が も高かった上位1名を表彰。

１、共感力 応援したくなるか、心が動いた
かどうか。
２、プレゼン力 堂々と話ができているか、
内容を覚えているか。
３、そのひとらしさ そのひとらしさが出て
いるか、人生の物語に沿っているかどうか。

カナエールのメインイベント。カナエルンジャーが、支援者に直接自分の夢を語る場。コンテスト出場は、奨学金給

付の条件となっていたが、5名とも無事に出場を果たすことができた。コンテスト会場には、3000円の夢チケット購

入者の他、奨学金継続サポーター、協賛企業社員、カナエルンジャー関係者、児童福祉関係者、プレス関係者な

ど多数が来場した。

副賞

来場者へのおみやげ
式次第
ボールペン
鉄板焼きのもと（オタフクソース）
クリアフォルダ（ファンケル）
ピアソンステッカー
オリジナルエコバック（ローソン）

以上、敬称略

振り返って

3ヶ月間の集大成、本番でのスピーチ

AOKI商品券
オタフク商品券
ｺｴﾝｻﾞｲﾑQ10/化粧水ｻﾝﾌﾟﾙ（ファンケル）
ドリンクセット（ブラウンシュガーファースト）
三上ナナエさん著書

コンテスト運営はプロデューサーの松尾氏が主導してくださり、大きなトラブルも無くスムーズに進んだ。

しかし入場時の受付を初めとした当日ボランティアとの打合せや事前案内が不足していたこともあり、

多少混乱が見られた点は次年度の課題。ただ全体的には大成功といえるコンテストとなった。



プロモーション
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オンラインとオフライン、両面からのアプローチを行い公式サイトの作成とFacebook上での積極的な記事投稿を

強化した。またメディアにも積極的にアプローチし、記者の方にもカナエールの応援者となって貰えるよう努めた。

１、福岡公式サイトを作成
・東京と独立して福岡のオリジナルサイトを作成。福岡でのイベント

案内や支援募集などの情報を発信した。

２、福岡公式Facebookページを作成
福岡専用のFacebookページを作成し、より近況の情報発信や活動

状況が見えるよう発信を行った。また更新はボランティアとチーム

を組んで運用。ほぼ毎日の投稿、動画を挿入する等、内容を充足

させた。できる限り活動に参加している人の顔が見えるよう、活動

写真を中心にアップし、またタグ付けを活用することで、いいね！

の獲得にもつながった。

Facebookファン数：0→1219

３、アナログイベントによる広報
自主セミナーや説明会を定期的に開催し、イメージと名前の定着に

努めた。また行政や企業、およびソーシャル系の集まりなど、あら

ゆる機会に顔を出し、認知度拡大と支援者獲得に努めた。結果数

値としては集計しにくかったものの、横繋がりで支援者は着実に増

えていった。チケットの早期完売や当日の支援者増にもつながった。

４、スペシャルアンバサダーの動画配信
カナエールに賛同する著名人のことを指し、HPにメッセージを掲載

し、プロフィールを併記するほか、ご本人のメッセージ動画を撮影、

規定に基づき広報にご協力いただいた。

５、メディア対応
プレスリリースを配信し、活動当初から関心を寄せてくださる記者を

大切に記事掲載をいただいた。活動が進むにつれて、他社も参入

し、 終的にはTV局5社、新聞社4社が取り上げてくださり、コンテ

スト開催後の大きな支援獲得に繋がった。

振り返って

活動当初は少人数の説明会を地道に重ねて活動を繰り返すと共に、Facebookを中心としたプロモーションを展開。

口コミに近い形で認知度を向上していった。実行委員のメンバー増加に並行するようにSNSでの露出も高まり、着

実な支援者獲得に繋がった。ただ、プロモーションにおける明確な規定やNGが共有できておらず、実行委員が力

を発揮できない場面も多く、次年度の課題が見えた。

オリジナル漫画冊子を作成

実行委員の友人のプロの漫画家に

ボランティアを依頼して、カナエール

オリジナル漫画冊子を作成。HP上で

の電子配布に加えて、イベントでの

販売を行った。

企業がプロモーションに協力

地元の有名うどん店ウエスト様が、

県内119店舗にスピーチコンテストの

チラシ掲示をご協力。県外からの問

合せや支援者獲得にも繋がった。
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ファンドレイジング

資金の獲得は、本プログラムにとって大きな課題のひとつである。継続的な支援を行うために、卒業までの奨学金

とプログラム実施にかかる費用を、毎年集めていかなければならない。市民からの継続寄附を中心にファンドレイ

ジングを実施。その増加と共に企業からの寄附も少しずつ集まるようになった。

１、夢スピーチコンテスト
【チケット】チケット代1枚3000円は、寄付となる。

【寄付ブース】コンテスト終了後、寄付の手続きを行えるようブースと

PCを設置し、その場で寄付者登録を促した。

２、奨学金継続サポート
【個人寄付】 1口2000円

月2000円を継続的に寄付していただく奨学金継続サポーターが15口

集まると、3万円となり、カナエルンジャー1人分の奨学金となる。

卒業まで、継続的な応援者となる。継続寄付者へは、スピーチコンテ

ストへの招待と、コンテスト終了後も年に1度開催する報告会へご案

内する。

３、企業協賛、協力
【資金提供】 奨学金やプロジェクト運営費として、単年度ごとにまと

まった金額を提供。協賛メニューとして東京が実施している、プラチナ

/ゴールド/シルバー/ブロンズ の4つを用意。

４、一般寄付
【1口2000円～】 銀行振り込み、郵便振替の他、CANPANセンターの

協力によるクレジット決済も実施。更に郵貯での振込専用用紙を作成

することで大幅に寄附申込が増加した。

【街頭募金の実施】

定期的に街頭募金を実施することにより、認知度向上と支援者獲得

に繋がった。

【チャリティイベント】 チャリティイベントの収益を寄付。実行委員主催

のイベント等を実施。

継続サポーター数をサイト上でカウント
規定数までの間、継続サポーター数を
毎日サイト上でカウント。それによって
活動のスピード感とリアル感が支援者
と共有できた。

振り返って

予想以上に多くの方がご賛同くださり、継続サポーターをはじめ支援者となってくださった。また活動初期に大口の

支援を申し出てくださる方が現れるなど、本当に支援者の皆様に助けられた。また活動後半には企業からのご支

援も頂き、次年度に繋がる追い風となった。更に、コンテストチケットは開催3週間前には完売し、予想以上の売れ

行きとなった。その為、潜在的な支援者までチケットが届かず、取りこぼしが出たことは否めないが、次年度への

可能性を示したと前向きに考える。

街頭募金活動を定期実施

街頭での募金活動を定期的に実施。
Facebookへの投稿と合わせて活用する
ことで、活動のリアル感を共有できた。



メディア掲載

15

2013

西日本新聞（夕刊） 11月1日

朝日新聞（朝刊） 10月13日

日本経済新聞（夕刊） 9月2日

Cross FM 6月25日

西日本新聞 （朝刊） 6月9日

KBC TV NEWS 6月8日

朝日新聞（朝刊） 6月6日

Love FM 6月5日

西日本新聞（夕刊） 5月25日

毎日新聞（夕刊） 5月20日

他

2014

毎日新聞（朝刊） 8月17日

Yahoo Japan News 8月17日

西日本新聞（朝刊） 7月29日

FBS TV 「目撃者F」 7月27日

FBS TV NEWS 7月25日

西日本新聞（朝刊） 7月22日

朝日新聞（夕刊） 7月16日

KBC TV NEWS 7月16日

読売新聞（朝刊） 7月10日

RKB TV NEWS 7月10日

NHK TV NEWS 7月6日

FBS TV NEWS 5月20日

他
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【収入】 【支出】

カナエール福岡2014 収支報告(2014年9月30日時点)

奨学金(4名分) 1,560,000

引当奨学金(5名分) 4,980,000

人件費(3名分) 3,250,000

外 注 費 50,000

印刷広報費 249,757

会議費 86,831

宿泊・ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 83,880

旅費交通費 396,693

会場費 319,384

消耗品費 103,810

通信郵送費 125,540

支払手数料 108,387

雑費 61,356

総計 11,375,638

寄付金収入 7,989,882

事業 収入 537,868 

受取利息収入 417

助成金収入 0

総計 8,528,167

会計期間：2013年10月～2014年9月30日(*ただし初年度の為2013年5月~9月開催準
備期間経費を含みます)
※ここで掲載する奨学金は、2014年度（2014年7月～2014年9月）に実際に支払った奨学金で、

カナエール福岡2014に参加した進学中の奨学生への支払いです。(*未進学生1名の為、進学
中の4名に支給)

＜支出主要項目解説＞

◆奨学金は初年度の為、一時金＋2014年7月
～9月分(4名分)支給分を計上

◆引当奨学金は奨学生5名分の総給付残額

◆人件費は非常勤3名分の給与に、福岡事務
所、北九州事務所使用料を含む

◆外注費はコンテスト設営を含む専門業者へ
の費用

◆印刷広報費はパンフレット、チラシ作成、
街頭募金道路使用許可費等

◆会議費は研修時の室料、備品費等

◆宿泊・ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ費は合宿時の奨学生宿泊費
食費、保険費等（*エンパワ、実行委員は実費）

◆旅費交通費はカナエルンジャー募集時の
施設訪問、研修・合宿時の奨学生交通費等
（*エンパワ、実行委員は実費）

◆会場費はコンテスト会場使用費(空調設備費含む)

◆消耗品費はコピー用紙、インクトナー費、文具、
名刺、その他

◆通信郵送費は電話代、インターネット代、資料送
付代、ハガキ代等

◆支払い手数料は各種登録費、振込手数料等

＜収入主要項目解説＞

◆寄付金は、継続サポーター寄附、一般寄附
イベント寄附、街頭募金寄附、企業寄附等

◆事業収入は漫画・冊子販売費、エンパワ参
加登録費、イベント収益、コンテストチケット販
売費等

※カナエール福岡が受領する寄付並びに経費は、すべて認定NPO法人ﾌﾞﾘｯｼﾞﾌｫｰｽﾏｲﾙが管理
管轄しています。
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来場者アンケート

▼本当に感動して、たくさん涙が出ました。
これから、本当にルンジャーさんたちの夢が叶うように、心よりお祈りしています。

▼一人でも多くの子供たちが自分の境遇に悲観することなく夢をかなえてくれることを切に望みます。
微力ですが、今後もご協力できればと思います。応援しています。

▼これを機に、少しでも多くの方が関心を持ってくれて、今回発表できなかった多くの子供たちにも 「夢」を持ち、
叶えられるよう、支援の輪を広げていきたいと思います。

▼夢や目標を追いかけることが許されないと思ったり、物理的なことが原因で夢に向き合うことにすら不安を感じたり
する子どもたちが、日本にはまだまだたくさんいるということを感じた。 全ての子どもたちが、同じように明るい未来
を見られる日を作るのは、今生きている大人の責任だと思った。

▼幼い子どもたちの虐待による死。悲惨な事件としてニュースから流れてくる情報は、ただの情報として受け流すのは
許されないことだと痛感した。

▼スピーチをした子どもたち全員、過去の自分と向き合うこと、そしてそれを他人に話すことは本当にしんどかったと
思う。 私自身、母親になる可能性がある。今はこうして話を聞きながら、子どもたちを守れない親に対して疑問に思
うが、将来、私が子どもたちを傷つける当事者になるかもしれない。知り合いがそうなるかもしれない。本当に他人
事では済まされないことに、目を逸らさないようにというメッセージを5人からもらった気がした。

▼ 「親から愛されたかっただけなのに」と言う言葉が、幼い子どもを代表する想いのようで刺さった。 大人になった
彼が、親を恨み続けることなく、愛情を注げない親にも事情があるのだと、誰も責めることができない、どうしようも
ない感覚であることがなおさら辛く感じた。

▼施設に入所したことであらゆる事を諦めなければいけない現実の中、子どもたちにとっては勿論、職員にとっても
明るい未来を思い描き施設での生活を有意義なものにできることは大変ありがたいことです。
今後、このカナエ―ルを通して社会的養護を必要とする子どもたちへの理解へ繋がり大きくは社会全体が子ども
たちを育てる意識が広がっていきますことを期待いたします。私たちは、皆さんのご期待に添える子どもたちに育
つよう日々の子どもたちの暮らしを大切にしていきます。何か、施設の立場からできることがありましたら遠慮なく
おっしゃっていただければと思います。 （施設関係者）

来場者の皆様の声



カナエルンジャーアンケート
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▼今回のカナエールを通して、自分自身について、夢について改めて考えなおすことができました。初めは、正直
軽い気持ちで応募しました。しかし、話が進んで色んな人と出会っていくうちに、責任の重さと本番への不安が募っ
てきました。それと同時にこんなにも支えてくれている人がいるのだと嬉しくなりました。今まで夢について考えるこ
とや文章にすることはあっても言葉に出して伝える機会はありませんでした。ましてや、そこに自分の生い立ちも含
め、ありのままの自分をさらけ出さなくてはなりません。感情をこめて、自分の言葉で相手の心に届くように話すこ
とに本当に苦労しました。相手に伝えるとは何か、ありのままの自分らしくとはどういうことなのか考えました。そこ
で、浮かんだのはやっぱり笑顔でした。そして、伝えたいという思いこそが相手に伝わる近道だと気が付きました。
本番では、自分の中の100%をだしきり、自分らしく伝えることができました。なので、今回のカナエールは自分の中

で本当に満足のいくものになったし、自信に繋がりました。こんなにもたくさんの人を繋いでくれ、関わってくださっ
た全ての人に感謝の気持ちでいっぱいです。私はこれからも、前に前に進んでいきます。たくさんの人に笑顔と元
気を与えられる人になります。だから、これからも温かく見守っていてください。（ブルー あいみん）

▼今回のカナエールで僕自身が1番変わったなと感じるのは、「上辺だけ着飾って、きれいごとを並べる日々から

抜け出せたこと」だと思います。「大学に行きたい」常々そう言って日々を送ってきましたが、正直にいうと大学入試
に向けての勉強を全くと言っていいほどしていませんでした。「今やらなくても、何とかなるだろう」と勝手に割り切っ
てしまい、カナエールのことも軽く考えていた自分がいました。しかし自分の夢を明確にし、なぜなりたいのかという
理由から、そこに至るまでの過去の体験談まで、嘘偽りなく表面に出さなければならない日々。それは、今まで自
分の過去を隠すように生きてきた僕にとって、凄く苦しく、想像以上に辛いことでした。頭が痛くなったり、夜も眠れ
なかったり、さらには食事が喉を通らなくなった時期もあり、何度も「逃げたい」と思いました。

しかし、様々な方々との出会いによって、僕は活動を全うすることができました。「アナウンサーになりたい」、僕は
皆さんにそう公言しましたが、しかし僕はカナエールを通して、「もっと色々な可能性や視野があっていいのではな
いか」と感じるようになり、「夢を持つことの難しさ」を改めて思い知らされているところです。今後の大学入試や就
職試験で挫折を味わう可能性もありますが、僕は何年かかろうとも納得いくまで諦めずに夢を追い続け、「今」を悔
いなく生きていこうと思っています。（イエロー けいちゃん）

▼自分自身を知ることができた、これがカナエールに参加しての一番の成功かなと思いました。 周りの人に助けら

れたおかげで、カナエールに出会うことができ、またそこから新たな人に出会えました。 初は人とのつながりがう
っとうしいと思っていた私ですが、今では、繋がりがなければ、今まで生きてこれなかった。繋がってくれてありがと
うというような気持ちでいます。自分自身が愛されていたとき、私は自分がそこまで嫌いではなかったと思います。
しかし、そんな記憶が私の中で薄らいでいくにつれ、自分が嫌いになっていきました。ですが、様々なことが起こっ
て以来、私は思っていた以上に周りの人に愛されているんだなということに気づくようになり、カナエールに参加し
た後も、たくさんの人に想われているんだということにも気づき、それから少しずつ、自分が好きになっていっている
ように思います。少し自分を好きになれたおかげで、自分に少し優しくなれました。そうやって自分と向き合ったこと
、自分自身に気づけたこと、人の想いに気づけたことは間違いなく、今後の私を支えていくものになると思います。
（ブラック ちーちゃん）

▼カナエールの活動に参加して、正直、原稿作り、スピーチコンテストへの不安でカナエールを辞退するということ
を何回も考えていた時期がありました。コンテストが近づくに連れて不安も大きくなり、押しつぶされそうな時にチー
ム活動の中で『カナエールに参加した理由』というテーマで話し合うことになりました。私は『自分を変えたい』といっ
た思いでこのカナエールに参加したんだと改めて気づき、自分を変えるとても良いチャンスに巡り会えたからこそこ
のチャンスを生かして300人の方々に私が変わる姿を瞬間を見て欲しいと強く思いました。

本番の日を迎え私はドキドキしていてステージに立った時に今日本番なんだと実感しました。緊張もあるけれど今
までやってきたことを出し切ろう、今日ここで変わるんだ! といった思いになりました。 後の言葉を言い切ってス

テージから降りた時、自然と涙が溢れてきて、本当にやってよかった！と心の底から思えました。たくさん辛いこと
もあったけれどその分、私にはたくさんの良い形として返ってきたと思います。スピーチを終えた今の私は達成感と
自信でいっぱいです。（ピンク あや）

▼原稿作りはとても困難な作業でした。自分の過去を掘り下げ、文章にする作業がはじまり、今まで心の奥底に閉
じ込めていたことを思い出したり、文章を作ろうとしても、全然手が動かなかったり、とてもきつかったです。迎えた
本番。まさか涙を流しながら読むとは思ってもいなっかたけど、本当に納得のいく、全ての思いを伝えることが出来
ました。本当に辛かった３ヶ月。こんなにも自分と向き合い、見つめたことはありませんでした。本当の夢を見つけ
られたのは、いつでも、本気で取り組んでくれるエンパワの存在があったからです。文章がかけない時、急に作り
直すと決めた時、どんな時も嫌な顔一つせずに、一緒に頑張ろうとやってくれました。今回の経験は、人生の中で
も大きな経験となりました。今後の自分の歩む道が明確となり、突き進んで行く自信となりました。色んな人に繋い
で貰った夢。今度は、私の未来に、そして子ども達の未来に夢を繋げる番です。まだまだ書ききれないほどありま
すが、今回、携わって頂いた全ての人に感謝します。ありがとうございました。（レッド カズ）



エンパワアンケート
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▼ 「自分にも出来る事があるかもしれない。」 初めてカナエールのドキュメンタリー映像を見たときに 芽生えた自分

の感情と直感を信じて参加を決めました。 それでも、「本当に自分でいいのか。」という迷いはどこかにありました。

何より不安だったのは、「施設出身の子どもたちと上手くやっていけるか」。 完全に偏見です。 でもそれが本当に偏

見だったことは、実際に自分が関わってみることで初めて気付けました。 そして、職業や年齢なんか関係なく、自分

以外の誰かのことを、自分のこと以上に真剣に考え、 強く想い、行動している大人たちとの温かい時間は、 「大人っ

て捨てたモンじゃない」、「やっぱり人って良い」って、そう思わせてくれました。 そして何より強く感じたことは、人の

“強さ”。 それぞれの過去と向き合い、乗り越えようとしている姿、 その上で「誰かの力になりたい」というルンジャー

達の強い想いに、 いつしか僕が勇気を貰っていました。 できない言い訳を探すより、今の自分に何ができるか、 ど

うやったら出来るかを考える。 一人より二人、二人よりみんなで。 カナエール福岡の第一歩目をこのメンバーで踏み

出せたことは本当に貴重な体験であり誇りでもあります。 でも僕らにとってあの場所に立つことはゴールであると同

時に新たなスタートでもある。 ルンジャーだけでなく、大人たちもそれぞれに成長し、 このカナエール福岡で同じ

チームのエンパワとして再会する日を楽しみに、毎日を大切に生きていきます！（エンパワメンバー ゆたぽん）

エンパワ研修にて記念撮影 カナエール福岡説明会にて記念撮影

グランドエンパワ／卒業まで見守るしくみ

コンテストを終えたカナエルンジャーに対し、コンテスト後の支援として、奨学金の給付に加えて卒業まで見守る

プログラムを実施予定。コンテストまでの期間にカナエルンジャーを支えたエンパワチームの有志が引き続き

「グランドエンパワ」としてプログラムに参加し、継続的な交流によりカナエルンジャーをメンタルの面でサポート

するとともに、継続支援者とカナエルンジャーを繋げるためにカナエールSNSやFacebookページを通してカナエ

ルンジャーの状況報告の発信を行う。

【グランドエンパワプログラム予定内容】

【開催月】 3ヶ月に1度の開催を予定（原則週末に実施 各3時間を予定）

【場 所】 原則天神エリア（変動有り）

【参加者】 カナエルンジャー、グランドエンパワ、実行委員 （年に一度、支援者を交えて実施予定）

【内 容】 カナエルンジャーからの近況報告や悩み事の相談、カナエルンジャーの関心事をテーマに参加者

みんなで語り合う、継続支援者向けレポートの作成



カナエール福岡2014を支えてくださった方々

コンテスト運営スタッフ
45名

コンテスト審査員

黒岩 禅

濱村 美和

河面 十恵子

島田 妙子

下川 勝稔

コンテスト来場者

261名

寄付者

継続サポーター 131名（160口）

＊2014年7月6日コンテスト開催時
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エンパワチーム

井川 幸子

岩川 百恵

江崎 太郎

神山 拓也

斉藤 望

島田 加代子

鈴木 知美

高木 尚子

堂本 好江

中村 朱里

中村 将人

西崎 豊

花田 千華

藤原 一尊

宗盛 大輔

実行委員会

青井 千賀子

有門 純子

有吉 真由美

伊藤 啓司

伊藤 美紀

荻野 淳也

木原 大助

工藤 洋輔

国武 由美

窪田 広信

神山 拓也

鈴木 知美

高木 尚子

外山 幸

中西 真知代

中村 文美

西野 哲也

久永 博

福田 百合加

福永 俊介

藤原 一尊

松尾 泰壮

宮本 彩香

森 俊英

研修講師

河面 十恵子

コンテスト司会

牧島 富美

協賛・協力企業

●ブロンズスポンサー

株式会社ウエスト

損保ジャパンちきゅうくらぶ

新幹線ビル皮ふ科

天神皮ふ科

株式会社ＰＬＥＡＳＴ

株式会社溝口産業

●オフィシャルサプライヤー

アバディーン投信投資顧問株式会社

株式会社 ＡＯＫＩ

オタフクソース株式会社

株式会社ファンケル社会貢献活動「もっと何かできるはず基金」

株式会社ローソン


