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第２回 ほのぼのフォーラム開催

第２回 ほのぼのフォーラム「強い絆」開催
2014 年 10 月 23 日
（木曜日）
、
第 2 回ほのぼのフォーラムをエッサム神田ホールで開催いたしました。
今年のフォーラムには、支援団体の代表の方々、ほのぼの運動参加企業の代表の方々、各店舗の代表
のみなさんに加え、３月に行われた「忘れな草プロジェクト」に協力くださった方など、約 70 名が
参加されました。昨年の同様に二部構成であったものの、今回は「強い絆」をテーマに、よりみなさ
んの交流が深まるような趣向を凝らしました。
第一部では、大河原毅理事長の開会のあいさつ、ほのぼの運動憲章の唱和に続いて、事務局より
2014 年上半期の活動報告をいたしました。
まず、ほのぼの運動の寄附・支援活動として、3 月の「忘れな草プロジェクト」
、7 月から 9 月に
店舗で公募した「第 6 回 地域貢献プロジェクト」の応募状況とその結果、また、2013 年下半期から
2014 年上半期に路面店が行った地域でのほのぼの活動について報告いたしました。
続いて継続的支援についての説明の後、ホームページ、ＳＮＳ（facebook や twitter）
、
『ほのぼの
News Letter』などの啓発活動について紹介いたしました。また、その他の活動として、同じく社会
貢献団体である「マーチ・オブ・ブーケ」と共催したイベント「熱海の梅チャリティ配布」および「ト
ルコのカーネーション無料配布」のイベントについてご紹介いたしました。さらに、ジェーシー・コ
ムサさま主催のゴルフコンペ「ほのぼの杯」から、ご寄附をいただいたことなど、ご報告させていた
だきました。
その後、優秀店舗などの表彰、継続的支援団体さまへの目録贈呈を行い第一部が終了いたしました。
第二部は、懇親会を行いました。立食パーティー形式で、たくさんの美味しいお料理とドリンクで、
みなさん、笑顔で歓談をされていました。
途中、今回のスペシャルゲストとも言うべき、忘れな草を育ててくれた福島県立磐城農業高校の先
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生および生徒のみなさん、ホタテの手配をしてくださった南三陸 SOLA の平田さん、また忘れな草
配布のイベントにボランティアをして参加してくださった社会人代表として Blliriant 代表の室屋さ
ん、上智大学・流通経済大学の先生および学生みなさんのご紹介をさせていただきました。ほのぼの
運動の独自の活動を通じてできた、心強い仲間の存在を強く感じることができました。
続いて、協力会社さまのご紹介、店舗オーナーさまのご紹介をさせていただきました。
その後、恒例のじゃんけん大会を開催。約 70 名でのじゃんけん大会は、非常に迫力があり、大盛
り上がりでした。最後には、参加者全員が景品を手にすることができました。
ほのぼの運動に関わるさまざまな業種・立場のみなさんが一同に会し、懇親を深めることのできた
今回のフォーラムでは、夢ある未来についての話を数多く耳にすることができました。忘れな草プロ
ジェクトはもとより、新たなプロジェクトや国際的な活動など、ほのぼの運動のさらなる発展を確信
できた、そんなフォーラムとなりました。
【協力会社さま】（敬称略、五十音順） アグリシステム株式会社／株式会社喜屋草間商店／亀楽／杉山
商事株式会社／大東製糖株式会社／日東富士製粉株式会社／株式会社ビーデリサービス／株式会社日
吉／ブルドックソース株式会社／株式会社ポポラマーマ
【店舗オーナーさま】（敬称略、五十音順） 株式会社ジェーシー・コムサ／株式会社アーミップ／株式
会社 FVP ／株式会社コムライン／社会福祉法人翔の会／東部食品サービス株式会社／株式会社日本
シンライサービス／平手光明／株式会社フクシマ商事／株式会社フラップインターナショナル／株式
会社まちだ商連／有限会社メディア ･ サーカス
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第６回 地域貢献プロジェクト
今年で、第 6 回目を迎えた「ほのぼの運動 地域貢献プロジェクト」
。
人や社会を豊かにするために、地域社会において活動されている団
体に、地元店舗に応募していただき、理事会で審査をして寄附・支
援先を決定、実施するプロジェクトです。
今年は、7 月から店舗でポスターを掲示、9 月 30 日までの約 3 ヶ
月間募集をした結果、応募件数は５件。理事会で審査した結果、応
募のあった 5 団体すべてに 3 万円の寄附をすることになりました。
小さな活動ではありますが、今後もほのぼの運動協議会では、この
地域貢献プロジェクトを継続していきます。これまで着実にこのプ
ロジェクトを活用されている店舗さまはもちろん、まだ活用できて
いない店舗さまも、ぜひ、今後取り組んでみてください。来年は、
より多くのご応募をお待ちしております。
なお、第 6 回目の支援は 10 月上旬に各店舗で目録授与式をしていただき、
その様子を 23 日のフォー
ラムで発表させていただきました。
寄附金30,000円 順不同
ホワイトベル

〈おめで鯛焼き本舗 高崎並榎店推薦〉
● 植花活動、炊き出しなどの地域防災活動。

思いをつなぐ会

〈おめで鯛焼き本舗 高崎並榎店推薦〉
● 子どものための放射能講演会や食育活動、植花活動など。

Swing STATION

〈夢ある街のたいやき屋さん 大原店推薦〉
● 老人ホームへの慰問コンサー
トなど、音楽を通じた慈善活動。

ビオラの会

〈おめで鯛焼き本舗 柏の葉ららぽーと店推薦〉
● 約１
０か所の精神保健福祉関係施設を訪問し、障がい者自立支援。

NPO法人 自立生活支援センターくれぱす

〈夢ある街のたいやき屋さん The Peanuts与野店推薦〉
● 街のク
リーン作戦、あいさつ活動等で、障がい者の地域交流。

ほのぼの活動報告
今年のフォーラムでは、ほのぼの運動に参加されている路面店のみなさまが地域で行っていらっ
しゃるほのぼの活動についてのご報告もさせていただきました。
以下が、主な活動内容と実施店舗です。
●子どものたい焼き体験―夢ある街のたいやき屋さん

若松町店／おめで鯛焼き本舗 西調布店

●職場体験、職場見学等学校教育の受入れ―夢ある街のたいやき屋さん

陽西通店／夢ある街のたい

やき屋さん 大原店／夢ある街のたいやき屋さん The Peanuts 与野店／おめで鯛焼き本舗 西調布店
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優秀店舗等表彰
本年も、フォーラムで優秀店舗等の表彰を行いました。また、今回は、３月に行われた「忘れな草
プロジェクト」において、多大なるご協力をくださった株式会社ポポラマーマさまに、感謝状を授与
させていただきました。
優秀店舗で表彰されたみなさま、おめでとうございます。そして、株式会社ポポラマーマさま、あ
りがとうございました。
ほのぼの運動貢献賞
（４店舗） 順不同
おめで鯛焼き本舗 高崎並榎店
夢ある街のたいやき屋さん 大原店
おめで鯛焼き本舗 ららぽーと柏の葉店
夢ある街のたいやき屋さん The Peanuts与野店

ほのぼの賞
（５店舗） 順不同
おめで鯛焼き本舗 西調布店
夢ある街のたいやき屋さん 若松町店
夢ある街のたいやき屋さん 大原店
夢ある街のたいやき屋さん 陽西通店
夢ある街のたいやき屋さん The Peanuts与野店

チームワーク賞
おめで鯛焼き本舗 越谷レイクタウン店

がんばったで賞
黄金鯛焼き本舗 千葉三越店

感謝状
株式会社ポポラマーマ

支援先団体のご紹介および目録授与
また、継続的に支援している 9 団体の代表の方々にご参加いただき、目録授与式を行わせていただ
きました。今回は、趣向を凝らし、各団体さまに活動をプレゼンテーションしていただくのではなく、
表彰された店舗の代表に、支援団体さまのご紹介、目録を手渡していただきました。

一般社団法人 ATARIMAE プロジェクト

ＮＰＯ法人 勇気の翼インクルージョン 2015

国際環境ＮＧＯ ＦｏＥ Japan

NPO 法人 フローレンス

NPO 法人 東京シューレ

ＮＰＯ法人 子育てアドバイザー協会

公益法人 マナーキッズプロジェクト

NPO 法人 園芸療法研修会
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NPO 法人 チャイルドライン支援センター

お知らせ
思いをつなぐ「忘れな草プロジェクト」2015 始動
2015 年の「忘れな草プロジェクト」が始動しました。今回は、磐城農
業高校、相馬農業高校に加え、新たに福島明成高校が「忘れな草」の育
成に参加してくださることになりました。
福島明成高校は、福島市内にある創立 118 年とたいへん歴史のある学
校です。花の町・福島として、忘れな草の育成にも強い思いを込めてく
ださっており、心強いかぎりです。
現在、忘れな草は、タネから苗に育てている最中です。12 月上旬には
高校生の手に渡り、ポットへ植え替えて本格的に栽培に入ります。そし
て 3 月にはまた都内のどこかで「忘れな草」をチャリティ配布いたします。 左から福島明成高校の佐久間先生、橋本
今後もほのぼの運動協議会のホームページや facebook、News Letter

先生、八島先生。

などで、随時進行状況をお伝えしていきますので、ぜひ、ご覧ください。

事務所移転のお知らせ
2014 年 9 月 1 日より、ほのぼの運動協議会の事務局が移転いたしました。
新しい住所、電話番号、FAX 番号は以下のとおりです。

〒 150-0022

東京都渋谷区恵比寿南 1-15-1 A-PLACE 恵比寿南2Ｆ
TEL:03-5722-1070 FAX:03-5722-7396

今後とも、よろしくお願いいたします。

ご寄附をいただきました

上半期は仕込みの時期で振り返ってみればとて
も「強い絆」が育まれていました。築き上げてき
た皆さんを支えるようにボランティアさんがい
らっしゃり、支援の輪も広がっています。
今回のフォーラムでそのことを率直に感じるこ

●

いこまゆきこ料理教室さま

●

AITAI プロジェクトさま

●

東京理容協会青年部さま
ありがとうございました。

とができたように思います。
さあ、忘れな草プロジェクト 2015 に向けてス
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タートしました。3 月にまた皆さんと一緒に活動

発 行 日：2014 年 12 月 10 日

できることを楽しみにしています。

発

ちなみに表紙のイラストは、ほのぼの運動が世

行：一般社団法人ほのぼの運動協議会

編集制作：ほのぼの運動協議会

界に広がったらどんなに素敵だろうという思いか

〒 150-0022

東京都渋谷区恵比寿南

ら作ってもらったデザインです。ますますイメー

1-15-1 A-PLACE 恵比寿南2Ｆ

ジが広がりますね。

TEL:03-5722-1070

副理事長兼事務局長

FAX:03-5722-7396

問い合わせ：jimukyoku@honobono-undo.org

作間由美子
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