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ほのぼの運動憲章
―ほのぼのと夢ある社会を実現する運動ー

わたしたちは、ほのぼの運動の活動を通じて日本の各地に夢と希望の灯をともし、
ほのぼのとしたあたたかい場づくりを目指します。

一．日本の食文化・農業への思い
　　からだにやさしい国産の食材を活かし、手づくり、本物づくりにこだわります。
　　日本ならではの食を通じ、食べた人の心にほのぼのとしたあたたかみを伝えます。

一．地球環境への思い
　　住みやすい地球をつくるために、包装・資材などの資源にこだわります。
　　周辺の人たちと力を合わせて環境美化を心がけ、清潔・清掃を徹底します。

一．地域コミュニティーへの思い
　街のほのぼのスペース、「私の街の私のお店」と思っていただけるような店づくりをします。
　　地域の人たちが安心して喜び集まるような、手のぬくもりが伝わる場づくりをします。

一．働く意義への思い
　　売上の一部を社会に還元します。
　　それによってスタッフみんながはたらく（傍楽）喜びを感じられる店舗運営をします。

一．“ほのぼの”を創りつづける思い
　　形のない“ほのぼの”だからこそ、お客さま、コミュニティー、仲間、スタッフ、みんなの
“ほのぼの”を追求しつづけます。
“ほのぼの”運動のさらなる浸透・発展を思い描き、真の豊かさを感じ、分け合います。

一．未来への思い
　　未来のために、女性の社会進出・シニア世代の活躍など新しい価値観を創造し、挑戦します。
　　お客さまとお店との絆、同じ地域という絆、家族の絆、働く仲間という絆、多くの絆のな
　　かから、新しい社会を創造します。

一．夢への思い
　　自分自身の夢を育み、仲間の夢を支え、お客さまの夢を大切にし、前進します。
「夢は見るものではなく、叶えるもの、そして更に追い求めるもの」との思いをみんなと共

　　有し、つねに忘れません。
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■大河原毅理事長あいさつ
　みなさん、おはようございます。
　いま、みなさんといっしょに唱和したこのほのぼの憲章は、いまから 13 年ほど前につくったもので
すが、そのとき考えたことがますます大事になってきているなと感じました。
　そもそも私がこういった社会的な活動に関心をもちましたのは、本日いらしていただいております細
川護煕元総理夫人である細川佳代子さんがきっかけでした。細川さんは大学の先輩で、いまから 25 年
ほど前にスペシャルオリンピックスというものを日本で行うにあたり、「後輩、協力して」と声をかけ
られたのです。
　スペシャルオリンピックス（英語 : Special Olympics、略称：SO）とは、知的障害のある人たちに様々
なスポーツトレーニングとその成果の発表の場を提供している国際的なスポーツ組織です。寄附や企業
協賛で運営されているものですが、実際に携わってみると、活動自体はみなさんやる方がいっぱいいる
のですが、資金的な面での工面が大変だということがわかりました。そういうことから、私は日々の活
動の中で少ない金額であってもコツコツ貯めて、それを大きな運動に広げる必要があるなということで、
このほのぼの運動をつくりました。
　それから 13 年、きょうここにお集まりいただいた店舗のみなさま、オーナーのみなさま、協力会社
のみなさまの協力で、派手さはありませんが着々と成果を出しつつあるなということを感じています。
　振り返ってみると、このほのぼの運動をつくった当初は、あまり大きな自然災害はなかったような気
がいたします。ただ、そういうことがあった場合は何か行動をしようということでつくったわけです。
ところが、現実ではしばらくしてから東日本大震災が起こりました。その記憶を忘れずに伝えていこう
ということで、忘れな草プロジェクトが始まったわけですが、その後も災害は毎年のように起きつづけ
ています。それも、何十年に一度といったような大きな災害がいろんなところで起きているということ
は本当に痛ましいことです。
　ですから、ますますわれわれが日々の活動を着実につなげながら、災害に遭われた方に手を差し伸べ
るということをしていかなければいけないと、気を改めて強くしているところです。
　幸いきょうは私どもが長年にわたって協力させてい
ただいた方々も多く見えていますので、そういう方々
の直の声をお聞きして、この活動が少しでも助けに
なってるということをわれわれとしても実感したい。
また、店舗で日々お客様にやさしい、おいしい商品を
提供するということ自体が実はほのぼの運動のもとも
とですので、それに対しても感謝したいと思います。
　さらに、私にそもそもこういう世界を教えていただ
いた細川さんに感謝すると同時に、この機会に心を新
たにみなさまといっしょに手を取り合ってこの活動を
続けていく気を強くしてまいりたいと思います。そう
いった場にこのフォーラムがなれば幸いです。
　今後ともご協力よろしくお願いいたします。　　

第13 回 ほのぼのフォーラム
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■ 第 13 回 ほのぼのフォーラム開催

2018 年 8 月 20 日、連日の猛暑がひと段落した雲が多い日に、第 13 回ほのぼのフォー
ラムを国際文化会館で開催いたしました。
当日は、前半は各店舗の紹介、支援団体さまによるプレゼンテーション、各委員会から
の報告がありました。後半は軽食をいただきながら、会員さまの紹介、本部スタッフの
紹介、理事の紹介、そして恒例のじゃんけん大会と今回も盛りだくさんのプログラムで
した。

各店舗プレゼンテーション
　13 回目のほのぼのフォーラムは、例年と同様、六本木にある国際文化会館で行いました。当日は、
店舗関係者、支援団体さま、会員のみなさま、本部スタッフ、理事など総勢 62 名が集まりました。
　於保理事の司会で 12 時にスタートし、まずはほのぼの運動憲章の唱和です。今年のリードは、おめ
で鯛焼き本舗高崎並榎店の高野良子店長、夢ある街のたいやき屋さん The Peanuts 与野店の桜庭琢士
さん。緊張しつつも大きな声のリードにつづいて、全員での唱和が会場全体に響きわたりました。
　続いて、大河原毅理事長よりあいさつをさせていただきました（前ページに掲載）。このほのぼの運
動協議会ができるきっかけとなるお話をうかがうことができました。

　その後、ほのぼの日日運動推進委員会より活動報告および各店舗のほのぼの活動プレゼンテーション
が行われました。ほのぼの日日推進委員会は、株式会社アーミップ社長・儘田享仁副理事長を委員長に、
株式会社フラップインターナショナル社長・高橋雅彦理事、株式会社ジェーシー・コムサの田嶋泰雄さ
んらで組織されています。この委員会はほのぼの運動の理念にのっ
とり、各店舗がどのようなほのぼの活動をしているか、これからど
ういった活動をしていけるかなど、横のつながりを強くしながら、
ほのぼの運動を広げていこうというものです。
　儘田委員長のあいさつ、メンバー紹介の後、この日参加している
各会社ごとに店舗のプレゼンテーションをしていただきました。こ
の日プレゼンテーションをしていただいた会社および店舗は、以下
のとおりです。
●有限会社メディア・サーカス（夢ある街のたいやき屋さん The Peanuts

与野店） 儘田享仁副理事長

司会の於保裕美理事 桜庭琢士さん（左）と高野良子さん（右） 憲章を唱和する参加者
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●株式会社アーミップ（おめで鯛焼き本舗フォレストモール新前橋店、おめで鯛焼き本舗高崎並榎店、おめで鯛焼

き本舗ベルモール宇都宮店、おめで鯛焼き本舗スマーク伊勢崎店、おめで鯛焼き本舗アリオ深谷店、おめで鯛焼き

本舗イオンモール武蔵村山ミュー店、おめで鯛焼き本舗マーケットプレイス東大和店）

●株式会社日本シンライサービス（おめで鯛焼き本舗イオンモール川口前川店）

●株式会社フクシマ商事（おめで鯛焼き本舗湘南モールフィル店、おめで鯛焼き本舗トツカーナモール店、おめで

鯛焼き本舗湘南台駅前店、おめで鯛焼き本舗イオンモール大和店、おめで鯛焼き本舗藤沢駅前店）

●株式会社フラップインターナショナル（おめで鯛焼き本舗ピオニーウォーク東松山店、おめで鯛焼き本舗アピ

タテラス横浜綱島店）

●社会福祉法人翔の会（夢ある街のたいやき屋さん若松町店）

●株式会社ジェーシー・コムサ（ゑびす黄金鯛焼き町田小田急店、おめで鯛焼き本舗戸越銀座店、おめで鯛焼き

本舗ＬＡＺＯＮＡ川崎店、おめで鯛焼き本舗ららぽーと柏の葉店、おめで鯛焼き本舗トレッサ横浜店、おめで鯛焼

き本舗新百合ヶ丘エルミロード店、鬼平江戸処羽生ＰＡ上り文楽焼本舗、おめで鯛焼き本舗アトレ浦和店、おめで

鯛焼き本舗アピタ金沢文庫店、おめで鯛焼き本舗マルイファミリー志木店）

　各店舗のプレゼンテーションは、それぞれのお店の特徴がとてもよくわかるものでした。同じ看板の
下、同じ商品を扱ってはいても、そこで働くスタッフ、お店の環境はそれぞれ違います。ほのぼの運動
の理念にのっとり、それぞれの店舗・スタッフが考える“ほのぼの”を、このプレゼンテーションで知
ることができました。そして、「いろいろなお店に行ってみたい！」と思えるプレゼンテーションでした。
　店舗のみなさまが、日常の営業の中で行っているほのぼの。ぜひ、これからも続けていってください！
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支援団体プレゼンテーション
　店舗プレゼンテーションの次は、継続的支援団体によるプレゼンテー
ションです。先立って、寄附先選定委員会より現段階での寄附について
の話がありました。寄附先選定委員会は、継続的に支援をしている団体
と面接等を定期的に行い、引き続き支援を行うかどうか判断します。ま
た、新規でお申し込み等のあった団体と面接を行い、支援をするか否か
を判断する委員会で、株式会社ポポラマーマ社長・安家美津志副理事長
を委員長に、ブルドックソース株式会社・穴沢芳昭監事、喜屋草間商店
社長・草間幸一理事、大東精糖株式会社社長・木村成克理事で構成され
ています。今回は、例年の寄附に加え、6 月末から 7 月上旬にかけて、
西日本で特に被害が出た平成 30 年 7 月豪雨を受け、特に被害が大きかっ
た岡山県、広島県、愛媛県に合計 25 万円の寄附を行ったことの報告をいただきました。
　その後、支援団体のトップバッターとして勇気の翼インクルージョンのプレゼンテーションをうかが
いました。この日は、細川元総理夫人であり、勇気の翼インクルージョン理事長でいらっしゃる細川佳
代子さんがいらしてくださいました。大河原理事長のあいさつにあったとおり、このほのぼの運動のきっ
かけとも言える方です。
　続いて、フリースクールを運営されている東京シューレ、18 歳までの子どもの電話相談を受けてい
るチャイルドライン、福島の親子の保養を目的とした FoE ジャパン福島ぽかぽかプロジェクト、園芸
を使った癒しやリハビリテーションを行っている日本園芸療法研修会、子育て中のお母さんを支える子
育てアドバイザー協会、障害があっても自立した生活ができるよう障害のある人たちで支援する自立生
活センターくれぱすのプレゼンテーションが行われました。
　みなさん、たいへんすばらしいプレゼンテーションで、各店舗、会員企業からのお金がほのぼの運動
協議会を通じてどういった形で利用されているのかを知ることができました。
　大河原愛子会長より目録を贈呈させていただき、日々活動されているみなさまへの感謝と、引き続き
の支援・協力をお約束いたしました。

東京シューレ勇気の翼インクルージョン

日本園芸療法研修会

チャイルドライン支援センター

日本子育てアドバイザー協会

FoE ジャパン

自立生活センターくれぱす、ぴあ・ぱれっと

安家美津志副理事長
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懇親会
　プレゼンテーションの後は、全員で庭へ出て記念撮影。ミストのような
雨が心地よく感じられました。その間、会場内では懇親会の準備が進めれ
ら、整ったところで後半のスタートとなりました。
　大河原愛子会長による乾杯のあいさつで懇親会が始まると、みなさん食
事に談話に大いに盛り上がりました。
　お食事をいただきながら、途中、於保理事より「域学交流プロジェクト」
についての報告、作間事務局長より「忘れな草プロジェクト」、「京都大学
iPS 細胞研究所へ寄附」の報告がありました。（域学交流は本来９月に北海道

へ行き実施予定でしたが、2018 年 9 月 6 日に起きた北海道胆振東部地震の影響で 2019 年 2 月に延期となりました）

　プログラム終盤は、本部スタッフ、特別会員さまの紹介の後、恒例のじゃんけん大会です。（喜屋草
間商店さま、杉山商事さま、大東製糖さま、ニッシントーア・岩尾さま、日東富士製粉さま、日吉さま、
ブルドックソースさま、協賛品のご提供ありがとうございました。）複数景品を手にされる方がいらっ
しゃる一方で、まったく勝てない方がいらっしゃるなど、真剣勝負が繰り広げられ、大いに盛り上がり
ました。
　最後に理事からあいさつをさせていただき、第 13 回ほのぼのフォーラムは終了となりました。年に
１回、一堂に会して絆を深めるフォーラムですが、今回も盛会のうちに終えることができました。お忙
しい中、調整してご参加いただいたみなさま、本当にありがとうございました。
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主な活動内容

代表者

設　立

人　数

ほのぼの運動からの寄附期間

ほのぼの運動協議会へ寄附以外で期待すること

会員企業や鯛焼き店舗へ期待すること

ほのぼの運動協議会へのメッセージ

継続的支援先のご紹介

　　　　　　特定非営利活動法人 勇気の翼インクルージョン
〒108-0071 東京都港区白金台 5-22-11 ソフトタウン白金302　TEL 03-6432-0107

e-mail info@yuukinotsubasa.com　web www.yuukinotsubasa.com　facebook www.facebook.com/yuukinotsubasa

理事長　細川佳代子
2009 年 6 月１日
４名

障がいのある方たちが主役のフ
ァッションショーやアート・音楽・ダンスなどの
パフォーマンスを通じて、障がいなどの違いに関
わらず、一人ひとりのありのままが素晴らしいと
発信をしています。 ●イベント会場、ステージなどのご観覧

●ボランティアとしてのご協力　など

ほのぼの運動協議会様より、毎年継続したご寄付をいただいておりますこと、この場をお借りして厚く
御礼申し上げます。
たくさんの方に「障がいの有無に関わらず、一人ひとりのありのままが素晴らしいこと、生まれてきた
命がかけがえのない大切なものであること」を発信したいと、年間いくつもイベントを開催しておりま
す状況では、こういった継続したご支援が何よりありがたく、活動計画の根幹となっております。
皆さまのお心のこもったご支援を最大限に活用し、社会に発信を続けてまいりたいと存じます。
今後とも一層のご支援ご鞭撻を賜りますよう 心よりお願い申し上げます。

●イベント開催時の鯛焼きなどのご協賛（差し入れ）
●障がいのある子どもたちのお仕事体験の受け入れ　　
など

　　　　　　　　　　2012 年～７年目
（2010 年に単発で１回）

クリスマスナイトせたがやインクルージョン

inclusionFES TAP

ＢＢＱ交流

せたがやインクルージョン

inclusionFES きさらぎ

inclusionFES

ほのぼの運動協議会が継続的に寄附させていただいている団体の
一部をご紹介いたします。
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主な活動内容

代表者

主な行事

設　立

人　数

ほのぼの運動からの寄附期間

ほのぼの運動協議会へ寄附以外で期待すること

ほのぼの運動協議会へのメッセージ

会員企業や鯛焼き店舗へ期待すること

part1

特定非営利活動法人 チャイルドライン支援センター
〒162-0808 東京都新宿区天神町 14　神楽坂藤井ビル 5 階　TEL 03-5946-8500

e-mail info@childline.or.jp　web https://childline.or.jp/　facebook www.facebook.com/childlinejapan

代表理事　松江比佐子
代表理事　梅澤元彦
1999 年 1 月 14 日
個人正会員 41名、団体正会員72名

役員：理事 10 名　監事 2 名　事務局 4 名
ボランティア 2,000 人

子どもから毎年約 20 万件の電
話やチャット相談を受け、話を聴き、寄り添い、親、
友だち、先生に言えない悩みを子どもたちから受
けとめています。子どもたちはちょっとしたこと、
真剣な悩み、消えてしまいたい、だれかとつなが
っていたい、などいろんな想いで電話やチャット
をかけてきます。
相談を受けるのは全国 70 の拠点、2000 人のボラ
ンティアです。ボランティアは、研修を重ね、子
どものことを学びながら電話を傾聴しています。
チャイルドラインが受けとめた子どもの想い、状
況はデータにまとめ子どもの生きやすい社会をめ
ざし、発信し、さまざまな働きかけをしています。

　　　　2009 年から 10 年目
●フリーダイヤル事業（通年）

●オンラインチャット相談事業（毎週木曜日・隔週
金曜日・春夏秋冬各 1 週間の連続受信）
●毎月ボランティアサロンを開催（不定期）してい
ます。一般の方にチャイルドラインについてご説明
させていただき、子どもへの広報としてチャイルド
ラインのカード発送作業をしていただきます。

チャイルドラインでは傾聴ということの大切さ、心
の居場所（よりどころ）の大切さを社会にお伝えし
ています。店舗は、お客様の心のよりどころとして
地域で存在していると思います。子どもたちの心に
寄り添うお店であっていただけたらと思います。

子どもたちへのチャイルドライン周知のためのポス
ター掲示

毎年ご支援いただき心から感謝しております。「チャイルドラインに電話をしてよかった」と一人でも
多くの子どもが前向きに歩き出せるように、少しでも子どもの生きやすい社会になるように、これから
も引き続きチャイルドラインへの応援よろしくお願いいたします。



主な活動内容

関連機関

代表者

設　立

人　数

主な行事

会員企業や鯛焼き店舗へ期待すること
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ほのぼの運動協議会へのメッセージ

特定非営利活動法人 東京シューレ
〒114-0021 東京都北区岸町 1-9-19　コーエイビル　TEL 03-5993-3135

e-mail info@shure.or.jp　web https://www.shure.or.jp

理事長　奥地圭子
1985 年 6 月 24 日

379名（NPO会員、支援会員、賛助会員）
フリースクール等の生徒・学生　約 400 名

不登校の子どもの支援・フリースクール運営

学校法人東京シューレ学園　東京シューレ葛飾中学校
札幌自由が丘学園三和高等学校
NPO 法人フリースクール全国ネットワーク
NPO 法人登校拒否・不登校を考える全国ネットワーク
登校拒否を考える会
葛飾不登校の子どもを持つ親・保護者の会
不登校を考える親の会・大田
流山 不登校を考える会

フリースクールフェスティバル（11 月）
シューレ大学国際映画祭（8 月）
公開講座（絵の講座など、月 1 回）

職場体験に伺わせていただいております。引き続き
の受け入れをよろしくお願いいたします。会員企業
様への職場体験や工場見学などの機会もいただける
とありがたいと思っております。（ブルドックソース
様にはいつもご相談させていただいております）

理事長、会長はじめスタッフの皆様方の熱い思いに心打たれます。製品・商品へのこだわりや自負は、
私たち NPO も同じですが、見習うところであるといつも感じ入っております。
私どもの活動報告の機会をいただけていること、また貴協議会会員企業事業所の社員の皆さまが成長さ
れていかれているご様子を毎年拝見する機会をいただけていることを、ありがたく思っております。

継続的支援先のご紹介 ほのぼの運動協議会が継続的に寄附させていただいている団体の
一部をご紹介いたします。



設　立

人　数

主な活動内容

主な行事

ほのぼの運動協議会へ寄附以外で期待すること

会員企業や鯛焼き店舗へ期待すること代表者
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ほのぼの運動協議会へのメッセージ

　　　　特定非営利活動法人 日本子育てアドバイザー協会
〒150-0041 東京都渋谷区神南 1-13-8,610　TEL 03-6415-8272
e-mail info@kosodate.gr.jp　web http://www.kosodate@gr.jp/　

facebook whttps://www.facebook.com/Npo 法人日本子育てアドバイザー協会 -621206254562918/

理事長　花堂靖仁
2002 年 4 月 1 日

（任意団体発足 1999 年 4 月 1 日）
理事 3 人、監事１人、正会員 12 人　

賛助会員 2 社、協力会員 626 人

● ｢子育てアドバイザー人材養成講座｣ ー子育て
に不安や悩みを抱えている親の相談役を養成
● ｢子育てアドバイザー活動支援事業｣ ー講座修
了した人の社会参加できる場の提供
● ｢講師派遣事業｣ ー子どもの人権講演会 ｢子育
て相談会｣ 個別相談およびグループ相談会等

2019 年の子育てアドバイザー養成講座開講日程
5 月期・9 月期・1 月期　
●主な内容（育てづらい子、グレイゾーンの子を
もつ親への対応。子育て相談における支援者の役
割と援助技術。アドバイザーが伝える母と子のつ
ながり等）

●子育てアドバイザーの「鯛焼きボランティア」出
張の受け入れ態勢
●子育てアドバイザーの子育て相談会ができる店舗
募集
●子育て中の家族や企業へ鯛焼きデリバリーサービス
●中高年層の働き方改革　鯛焼き職人講座教室の開
講・お誕生日ケーキのような鯛焼き

子育て相談が身近で出来る場の提供をお願い致しま
す。
また、弊協会は日本全国 2600 人余りの子育てアド
バイザーは優良商品を選定し、子育てにやさしい商
品を提供する企業にマークを進呈する運動を薦めて
いく準備をしています。後押しをお願い致します。

継続的ご支援を頂きまして、大変ありがとうございます。
ご支援のお陰で弊協会の目指す活動が少しずつでも進めていくことができます。感謝申し上げます。

part1

パパの育児参加を考える

はぐくみ講座　親子の発達を考える会

ねんねの会　赤ちゃんとのスキンシップの会

子育てアドバイザー養成講座　渋谷校
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第 6 回 忘れな草プロジェクト ～笑顔の絆をつなごう～　始動
2019 年開催の第６回忘れな草プロジェクトが動きはじめました。今回は新たにふたば未来学園高校が
参加してくださいます。東京での配布スケジュールは以下のとおりです。
● 3 月９日（土）　巣鴨地蔵通り商店街入り口　眞性寺境内　会津農林高校
● 3 月 10 日（日）　巣鴨地蔵通り商店街入り口　眞性寺境内　ふたば未来学園高校
● 3 月 16 日（土）　代々木第一公園「アイラブアイルランド・フェスティバル」　磐城農業高校
● 3 月 17 日（日）　代々木第一公園「アイラブアイルランド・フェスティバル」　岩瀬農業高校
巣鴨では、午前 11 時から午後 3 時まで、代々木公園では午前 10 時から午後 5 時までの開催です（ただ
し、ワスレナグサの鉢がなくなり次第終了とさせていただきます）。みなさんのご参加をお待ちしてお
ります！（写真はふたば未来学園高校での育成の様子です）

2018 年10月25日（木）に、ジェーシー・コムサ主催のチャリティゴルフコンペ「ほのぼの杯」が行われました。
当協議会設立当初から開催されているこのコンペは 13 回目を迎え、参加費などが当協議会に寄附されます。
寄付金の総額は下図の通りです。

チャリティゴルフコンペ「ほのぼの杯」開催

参加費　 　  282,000 円
不参加  　　　44,720 円
ペナルティ　206,000 円

総合計　      532,720 円

もう春ですね。寒の戻りはあるものの、お店の外のライトをつける
時間も 4 時から 5 時に変わりました。
ところでみなさまはインフルエンザは妨げましたか？　実はわたく
し不覚にも……。大丈夫と高をくくっていたら 39 度超の発熱に襲
われ身体中がしびれました。主治医いわく「インフルエンザは全
身病といって命を落とすこともある病気。甘く見ちゃだめ。しかも
流行りはじめはインフルも弱いが時間が経つとだんだん強くなっ
てくるから、春に向かう季節には抵抗力が強い人でもインフルに
かかりやすくなる」とのこと。
まわりのスタッフはもとより、お客様のためにもインフルエンザの
予防接種は受けたほうがいいと痛感した出来事でした。

事務局長　作間由美子　 




