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2013年4月
Support Our Kids実行委員会

第4回 Support Our Kids チャリティオークションディナー

実施レポート
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● 目 的
１）東日本大震災で被災した児童の自立支援
２）１を目的に継続的に活動するSupport Our Kidsプロジェクトの認知度向上
３）Support Our Kidsプロジェクトを継続する為に、更なる理解者、参加者、支援者の拡大
４）子ども達の実態、現状の報告
５）プロジェクトの活動報告

● 寄附金・支援金の使途
１）ホームステイプログラム
内 容：中高生を中心に被災した子ども達に、海外ホームステイプログラムを提供

海外経験を通し、国際的な次世代リーダーを育成
留学先：アイルランド、カナダ、ニュージーランド、フランスを予定
頻 度：各国年1回（夏季休暇時）、14日間程度

２）大使館ツアー
内 容：年齢的にホームステイ経験ができない小中生に、国内での異文化交流プログラムを提供
大使館：ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ、ｱﾒﾘｶ、ｲｷﾞﾘｽ、ｵｰｽﾄﾗﾘｱ、ｶﾅﾀﾞ、ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ、ﾌﾗﾝｽ、ﾍﾞﾙｷﾞｰの大使館から適宜選定
頻 度：年間2回程度（春季・夏季休暇時）

３）リユニオン ～翔（はばたき）～
内 容：ホームステイ、大使館ツアー参加者の定期成果発表会。大使館も参加。
頻 度：年間1回（冬期）

４）被災地での活動
さまざまな分野の講師を迎え、被災した小学校、養護施設への出張授業の提供。

● 概要
名 称：第4回 Support Our Kidsチャリティオークションディナー
日 時：2013年4月2日(火) 開場17:00（受付開始） ／ 開会18:00 ／ 閉会：21:00
場 所：東京ドームホテルB1「天空」 〒112-8562 東京都文京区後楽1丁目3番61号
会 費：20,000円／人、250,000円／団体
内 容：１）ディナー（着席）

２）オークション
[ラグジュアリーアイテム]プレミアムワイン、プレミアムツアー券など
[コレクターズアイテム]オリンピック選手グッズ、アーティスト・スポーツ選手グッズなど

３）ステージ進行
司 会：秋沢 淳子
M C ：白石 康次郎／レニー・ハート
ﾊﾟﾌｫｰﾏｰ： coba 、デビット・ラムゼイ、平原 綾香（五十音順、敬称略）

● 参加者：450名

● オークション落札総額：：7,319,000円
（必要経費を除き、海外ホームステイに充当させていただきます。）

11．実施．実施概要概要
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22．プログラム．プログラム

17:00
受付
-サイレントオークション-
-ラッフル 販売開始 ‒

17:30
開場

18:00
開会
司会：秋沢 淳子
実行委員会挨拶

18:15
ゲストスピーチ

18:35
寄付贈呈式

18:50
ＬＩＶＥ① 平原 綾香

19:25
ライブオークション
（ＭＣ：白石 康次郎／レニー・ハート）

20:20
ＬＩＶＥ② デビット・ラムゼイ

20:30
ラッフル当選発表

20:40
ＬＩＶＥ③ coba
ＬＩＶＥ④ ALL CAST

21:00
閉会 ※敬称略

安倍 昭恵さん
（内閣総理大臣夫人）

司会:秋沢淳子さん 秋澤志篤(事務局長)

浅田 香菜さん
ﾎｰﾑｽﾃｲ参加者

松本・ｼﾞｪｰﾑｽ・真一郎さん
瀬戸山 チャコさん

（新企会）

cobaさん All Cast

マーク・シンクレア大使 ジョン･ニアリー大使
（ニュージーランド大使館） （アイルランド大使館）（日本関係政府特使）

イアン･ケネディ名誉会長

塚原光男さん

ゲスト（文化界／スポーツ界）

毛籠 勝弘さん
（マツダ株式会社）

寺田 陽次郎さん
（レーシングドライバー）

前田 亘輝さん

平原 綾香さん

ﾃﾞﾋﾞｯﾄ･ﾗﾑｾﾞｲさん

ﾏﾘ・ｸﾘｽﾃｨｰﾇさん
（異文化ｺﾐｭﾆｹｰﾀｰ）

ﾚﾆｰ･ﾊｰﾄさん・白石 康次郎さん
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33．スピーチ．スピーチ

本イベントは2回目の参加で、楽しく参加させていただき、今回も楽
しみにしておりました。Support Our Kidsの
プログラム、東北の子どもたちを助けるという素晴らしいプログラム
に参加させていただき、非常に嬉しく思います。
アイルランド大使館としてSupport Our Kidsに貢献できること非常
に嬉しく思っております。
ありがとうございます。

クライストチャーチの地震、続いて東日本大震災が発生しました。
昨年9月に首相ジョン・キーが日本の宮城県七ヶ浜を訪問しました。
両国の国民がともに復興に向けて協力したいというメッセージを伝
えるためでした。
互いの未来のため協力したいと強く考えております。その意味にお
いて青少年交流はきわめて重要でSupport Our Kidsをスタートいた
しました。大使館として、この事業にしっかりと取り組んでまいり
たいと思います。

震災当初の「この先どうなってしまうのか」という思いもありました
が、皆様のおかげで、こうやって前に進んで、夢を追うことが出来て
います。このような場で、感謝の気持ちを伝えることができて本当に
嬉しいです。
被災地の学生が翔ばたけるホームステイに参加してもらいたい。
私も、Support Our Kidsに参加して、サポートしていきたいです。
ありがとうございました！

●ホームステイ体験者 浅田 香奈さん

Support Our Kidsのことは知りませんでしたが、活動内容を知って
すばらしい活動だと感動いたしました。
私もぜひ、応援をさせていただきたく出席しました。生き残った子ど
もたちは日本にとって大きな宝だと思います。
大人が全力で支えるべきだと考えております。今日は皆さんお金を
持ってこの場に来られたと思います。
子どもたちのため、たくさんお金を使って帰っていただきますよう、
お願いを申し上げます。

●内閣総理大臣夫人 安倍 昭恵さん

●アイルランド大使 ジョン・ニアリーさん

●ニュージーランド大使 マーク・シンクレアさん
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44．．Donation/Donation/寄付寄付//ご提供ご提供

カナダ・トロントホームステイ（10名）サポート
・カナダ大使館
・新企会
・トロント フォレストヒル ロータリークラブ

フランス・ルマンホームステイ（10名）サポート
～90周年ル・マン24時間耐久レース観戦～
・フランス大使館
・マツダ株式会社
・日本ミシュランタイヤ株式会社

アイルランドホームステイ（10名）サポート
・The Emerald Ball at the Conrad Hotel
・駐日アイルランド大使館

ニュージーランドホームステイ（10名）サポート
・駐日ニュージーランド大使館
・境町ニュージーランド協会
・在日オーストラリア ニュージーランド商工会議所

ANZCCJ
ARTA Project
Emerald Ball
HHG
Hunter Capital
I.S.K.アソシエーツ
IMG日本支社
JANPEC
JANZEC 株式会社プレイン
NTT東日本
TBSホールディングス
Team Fight Japan
THE BANK OF NEW YORK MELLON
UCCホールディングス
アイルランド大使館
アイング株式会社
秋元康事務所
アジア婦人友好会
伊勢ノ海部屋
伊藤園株式会社
大沢ホールディングス
オービックシーガルズ
カナルカフェ
株式会社Wakiya
株式会社青二プロダクション
株式会社アカデミー
株式会社井口鉱油
株式会社宇佐美鉱油
株式会社エイトコーポレーション

寺内金属株式会社
東京ガス株式会社
東京航空計器株式会社
東京芝ロータリークラブ
東京大学
東京読売巨人軍
トヨタ財団
錦戸部屋
日本電波塔株式会社
日本ミシュランタイヤ株式会社
日本料理つきぢ田村
ノーリツ鋼機株式会社
のびのび英会話教室 有限会社のびのび
パティシエ・エス・コヤマ
ぴあ株式会社
ビッグホリデー株式会社
フランス大使館
マツダ株式会社
三菱食品株式会社
森ビル株式会社
吉沢寛法律事務所
吉本興業株式会社
読売情報開発
楽天野球団
ロスチャイルド
株式会社ウッドワン
株式会社手塚プロダクション
㈱経営戦略合同事務所
＊その他個人の方々からも多数ご支援・ご寄付
いただいております。

株式会社エスワイエス
株式会社オートエクゼ
株式会社オフィスフォーティーエイト
株式会社光電製作所
株式会社ゴルフパートナー
株式会社竹中庭園緑化
株式会社中央不動産鑑定所
株式会社テンポプリモ
株式会社東京會舘
株式会社東京ドームホテル
株式会社日動画廊
株式会社ホリプロ
株式会社松勇
株式会社マルト
株式会社メディカルネクスト
株式会社ヨシムラジャパン
株式会社ロイヤルパーク汐留タワー
株式会社和田
共立印刷株式会社
近畿日本鉄道株式会社
経営戦略合同事務所
シマダヤ㈱
春風会
松竹株式会社
商店街振興組合原宿表参道
白河市のゆかいな仲間たち
全国FM放送協議会
タスマン株式会社
駐日サンマリノ共和国大使館
塚原体操センター

たくさんのご支援・ご寄付をありがとうございました。

ご寄付をいただきました団体の皆様
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《Live》

読売ジャイアンツ 2012チャンピオングッズ

ＮＺ大使館でＮＺ大使を囲んでのスペシャルディナー 鉄腕アトムの扉絵原画

ポールマッカートニー 直筆サイン入りギター

《Raffle（慈善くじ引き）／1枚1,000円》

横浜F・マリノス v マンチェスター・ユナイテッド
ペアチケットサッカー

アイルトンセナオフィシャルブック『音速の貴公子』レース

日野皓正 サイン入りゴルフ用キャップゴルフ

浅田真央 サイン本「さらなる高みへ」&サイン入りCD(舞&真
央)スケート

ジョン・カーワン サイン入り書籍&近鉄ラグビー関連グッズラグビー

東京ドーム 4/12(金) 巨人vsヤクルトペアチケット 練習見学
参加券付野球

東京ドーム 4/16(火) 巨人vs阪神ペアチケット 練習見学参加
券付野球

楽天イーグルス松井稼頭央サイン入りユニフォーム野球

西武ライオンズ 栗山巧、星秀和 サイン入りＴシャツ（紺）野球

ボビー・バレンタイン サイン入りキャップ野球

読売ジャイアンツ 阿部慎之助サイン入りキャップ野球

読売ジャイアンツ 原辰徳 サイン入りキャップ野球

フランスシャンパンシャンパン

ディズニーランドペアチケットテーマパーク

デビッド・ラムゼイ サイングッズ&楽屋記念撮影大道芸

AKB&石川かすみ選手サイン入り 東京ドーム記念ＴシャツAKB48

平原綾香サイン入りCD音楽

coba サイングッズ&楽屋記念撮影音楽

Women of Irelandペアチケット音楽

JAMESON
(SPECIAL RESERVE Irich 12 Years Old Whiskey)ウィスキー

ビバンダム（Bibendum ） ミシュランマンフィギュア

シェラトン都ホテルのペアディナー券ディナー券

ロイヤルパーク汐留タワーペア宿泊券(スパ利用券付)宿泊券

東京ドームホテルペア宿泊券(2泊分)宿泊券

《Internet》
yahoo !オークション チャリティカテゴリーに継続出品中
http://openuser.auctions.yahoo.co.jp/jp/user/js_charity

55．ライブオークション．ライブオークション

有名ツアープロと行く
スカイチャーターゴルフツアー



－6－

《Silent》

国枝 慎吾 サイン入りダンロップテニスラケットテニス

原辰徳サイン入りユニフォームシャツ&キャップ野球

阿部慎之助サイン入りユニフォームシャツ&キャップ野球

西武ライオンズ 栗山巧、星秀和 サイン入りグッズ野球

楽天イーグルス 田中将大サイン入りユニフォーム野球

鏡山部屋朝稽古見学＆ちゃんこ鍋相撲

AirAsia日本グランプリスペシャルシートモータース
ポーツ

マーク・ウェバー(Mark Webber)サイン入りクルーシャツモータース
ポーツ

リオネル・メッシ直筆サイン入り写真【額入り】サッカー

オーストラリアンフットボール(AFL) AFL

ワラビーズ サイン入りジャージラグビー

マリア・シャラポア(Maria Sharapova)サイン入り写真。テニス

錦織 圭 サイン入り写真テニス

ノバク・ジョコビッチ(Novak Djokovic)サイン入りラケッ
トテニス

ミシェル・ウィー(Michelle Wie)サイン入り写真ゴルフ

石川遼サイン入り写真ゴルフ

デビッド・ベッカム(David Beckham )
イングランド代表ジャージサッカー

スペイン代表サイン入りジャージサッカー

FCバルセロナサイン入りジャージサッカー

デレク・ジーター(Derek Jeter)サイン入り写真野球

松坂大輔サインボール野球

イチローサイン入り写真野球

松井秀喜サイン入りバット&写真野球

ニンフのアレゴリー絵画

ダグ・ハイド ジグレー版画 【帰り道】絵画

少女マリア（A）絵画

つきぢ田村 お座敷ペアディナー券食事券

Wakiya ペアディナー券食事券

Wakiya ペアランチ券食事券

Carruades de Lafiteワイン

JAMESON (Limited Reserve Irich 18 Years Old 
Whiskey)

酒

カナルカフェオリジナルワイン（ワイナリー／北イタリア）
100本セット

ワイン

パークハイアット東京ホテルペア宿泊券宿泊券

シェラトン都ホテルのディナー券付ペア宿泊券宿泊券

クイーンズタウン宿泊券宿泊権

バリ・ヴィラ宿泊券宿泊券

ハンターバレイ宿泊券宿泊券

西本智実プロデュース公演オペラ『蝶々夫人』ペアチケット音楽

フェニーチェ歌劇場日本公演 オペラ「オテロ」来日公演音楽

キッス(KISS)サイン入り写真&レプリカミニギター音楽

ジミ・ヘンドリックス（Jimi Hendrix）写真2枚&オリジナル
LP

音楽

パウダーフィンガー(Powderfinger)サイン入りギター音楽

ジョニー・デップ(Johnny Depp)サイン入り写真映画

ブラッド・ピット(Brad Pitt)サイン入り写真映画

アンジェリーナ・ジョリー(Angelina Jolie)サイン入り写真映画

サム・ワーシントン(Sam Worthington)サイン入り写真映画

小山進シェフによるプライベートお菓子教室レッスン

歌舞伎 サイン入り扇子&ペアチケット①歌舞伎

歌舞伎 サイン入り扇子&ペアチケット②歌舞伎

舘ひろしサイン入りゴルフバッグ芸能

ディズニーリゾートペアチケット
テーマ
パーク

サンマリノ共和国記念金貨記念金貨

66．サイレントオークション／展示ブース．サイレントオークション／展示ブース

ホームステイに
参加した子どもたちも
ボランティアとして
運営に参加しました
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● 主催
Support Our Kids実行委員会
● ホームステイにご協力頂いている大使館及び関係機関
アイルランド大使館、アメリカ大使館、イギリス大使館、オーストラリア大使館、カナダ大使館、
ニュージーランド大使館、フランス大使館、ベルギー大使館、外務省、3.11震災孤児遺児文化・スポーツ支援機構、
公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン、認定ＮＰＯ法人日本ハビタット協会、
公益財団法人ラボ国際交流センター（五十音順）

Support Our Kids事務局
〒102-0083 東京都千代田区麹町2-12-6 ミツリ麹町ビル3F（NPO法人次代の創造工房内）
電話:03-6272-6252 メール：inffo@jidai.or.jp WEB：http://support-our-kids.org/ja/

Facebook：https://www.facebook.com/jidai.or.jp

● 発起人会（五十音順、敬称略）

いつもご支援ありがとうございます。
ひとりでも多くの子ども達が、自らの力で明るい未来を切り拓いていけるように、

継続的なご支援を宜しくお願い致します。
寄附金お振込み先

※お振込の際は必ず振込名義人のはじめに「0402」とご入力下さい。(例)0402ヤマダタロウ
三井住友銀行（銀行コード：0009）／ 本店営業部（店番号：200）
普通口座：1811749 ／ 名義：トクヒ)ジダイノソウゾウコウボウ

青島　俊徳 タイムアウトｉｎ NZ 設立者

赤井　勝 花人
赤木　弘喜 シビックプライド株式会社　代表取締役社長

秋元　康 作詞家
淺野　秀則 株式会社フォーシーズ　代表取締役会長 兼　ＣＥＯ

天井　次夫 株式会社経営戦略合同事務所　代表取締役会長
有森　裕子 株式会社ライツ　取締役、　NPO法人ハートオブゴールド　代表理事

アルン・ナンギア ナショナルオーストラリア銀行東京支店　日本代表
イアン・ケネディー 前・駐日ニュージーランド大使館　特命全権大使

石田　純哉 株式会社ゴルフパートナー　代表取締役社長
井田　義則 いすゞ自動車株式会社　特別相談役 名誉会長

伊東　信一郎 全日本空輸株式会社　取締役会長
井上  彪 三菱食品株式会社　代表取締役社長

井上　弘 株式会社東京放送ホールディングス　代表取締役会長
岩崎　安利 ビッグホリデー株式会社　代表取締役社長

宇佐美  三郎 株式会社宇佐美鉱油　代表取締役社長
氏家　正道 フェデラル　エクスプレス　北太平洋地区担当副社長
エド・オーバリー ニュージーランド航空 日本・韓国地区 支社長

大里　洋吉 株式会社アミューズ　代表取締役会長
岡田　佑 東京芝ロータリー・クラブ　メンバー

垣添　直也 元・日本水産株式会社　代表取締役社長執行役員
加藤　功時 東京芝ロータリー・クラブ　2013－14年度会長

鎌田　隆介 株式会社アコーディア・ゴルフ　代表取締役社長
河相　周夫 外務省　事務次官

河田　聡史 SBIファーマ株式会社　代表取締役　執行役員　ＣＯＯ
河内　宏之 株式会社アカデミー　代表

河村　守康 株式会社虎ノ門実業会館　代表取締役
北牧　裕幸 株式会社キューブ　代表取締役社長

金城　誠 アンズコフーズ株式会社　代表取締役社長
草間　吉夫 高萩市　市長

来栖　宏二 アゼリーグループ　理事長
小園　文典 株式会社協和エクシオ 代表取締役副社長

児玉　守弘 元・株式会社ＴＢＳサービス　代表取締役社長
後藤  亘 東京メトロポリタンテレビジョン株式会社　代表取締役会長

小林　哲也 近畿日本鉄道株式会社　取締役社長
小巻　亜矢 ＮＰＯ法人ハロードリーム実行委員会　代表理事

小宮山 悟 野球評論家
サー・ディビット・ウォレン 前・駐日英国大使館　特命全権大使

齋藤　真嗣 ニューヨーク州 医師、腫瘍内科 感染症専門医
三枝　成彰 一般社団法人3.11震災孤児遺児文化・スポーツ支援機構　会長

坂井　秀行 ＩＭＧ　日本支社　バイス プレジデント　ビジネス ディベロップメント
桜井　正光 株式会社リコー　取締役会議長

迫本　淳一 松竹株式会社　代表取締役社長
篠塚　建次郎 ラリードライバー

柴　俊夫 一般社団法人　こどものための柴基金　理事長、俳優
芝　幸太郎 株式会社オフィスフォーティエイト　代表取締役社長

渋谷　弘延 公益社団法人 セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン　事務局長
ジャックＫ．坂崎 ９０ Ｐｌｕｓ Ｗｉｎｅ Ｃｌｕｂ　代表

シャノン･ウォーカー 元・ニュージーランド政府観光局　　PRエグゼクティブ
ショーン・コンロイ 元・ニュージーランド貿易経済促進庁　日本･韓国地域局長

ジョナサン・T・フリード 前・駐日カナダ大使館　特命全権大使
ジョン・Ｖ・ルース 駐日アメリカ大使館　特命全権大使

ジョン・カーワン 元・ラグビー日本代表チーム ヘッドコーチ
ジョン・ドエティ タイムアウトin NZ 設立者、テラスダウンズ　リゾート　マーケティング部長

ジョン・ニアリー 駐日アイルランド大使館　特命全権大使
ジョン・ハンドルビー ビーフ アンド ラム ニュージーランド 日本地区代表

白石　康次郎 海洋冒険家
白石　徳生 株式会社ベネフィット・ワン　代表取締役社長

杉田　真志 株式会社エス・ワイ・エス　代表取締役
関　正樹 関彰商事株式会社　代表取締役社長

髙橋　利弘 前ニュージーランド大使
田川　博己 株式会社ジェイティービー　代表取締役社長
舘　ひろし 俳優

立花　陽三 株式会社楽天野球団　代表取締役社長
田辺　善仁 株式会社エフエム大阪　代表取締役社長

玉井　義臣 あしなが育英会　会長

田村　隆 つきぢ田村　三代目

長命　健志 株式会社エイチ・エル・シー　取締役　海外戦略事業担当
塚原　光男 塚原体操センター　代表取締役

辻  信太郎 株式会社サンリオ　代表取締役社長
坪田　信義 グラブマイスター

ディーン・サドラー アド・ネットワークス株式会社　代表取締役　兼　最高経営責任者
ティム・ウイリアムズ ワイン・イン・スタイル株式会社　取締役会長

ティム・ハーベイ エッセンシャリーグループ　ディレクター
デボラ・ヘイデン 元・クレアブ・ギャビン・アンダーソン　日本マネージング・パートナー

寺田　陽次郎 レーシングドライバー
鳥原　光憲 東京ガス株式会社　取締役会長
ナオコ　ダラ　ヴァレ ダラ・ヴァレ・ヴィンヤード　オーナー

鍋島 英幸 三菱商事株式会社　代表取締役　副社長執行役員
ニーナM．坂崎 ＪＳＭコンサルティング株式会社　代表取締役

新山　明美 仙台ニュージーランド協会　会長
西本　博嗣 ノーリツ鋼機株式会社　代表取締役社長

西山　広文 株式会社読売情報開発　代表取締役社長
野﨑  正史 特定非営利活動法人日本舞踊芸術文化協会 理事長

野田　勝憲 共立印刷株式会社　代表取締役会長
羽生　善治 将棋棋士　二冠

林　梓 前ベルギー王国大使
原田　真二 ミュージシャン

肥後　かおり 女子プロゴルファー
日野　皓正 ジャズトランペッター

平野　昌和 公益財団法人　ラボ国際交流センター　理事長
冨木田　道臣 株式会社エフエム東京　代表取締役社長

福田　康夫 第91代内閣総理大臣　日本・ニュージーランド議員連盟理事長
ダニエル　藤井 ブラックストーン・グループ・ジャパン株式会社　代表取締役

ブルース・ミラー 駐日オーストラリア大使館　特命全権大使
古田　貴之 千葉工業大学　未来ロボット技術研究センター所長

ボビー・バレンタイン 前・ボストン・レッドソックス監督
本庄　竜介 グリーンコア株式会社　代表取締役

マア・ノヌー ラグビー　ニュージーランド代表オールブラックス
マーク・ケナリー 元・フォンテラ ジャパン株式会社　代表取締役社長

マーク・シンクレア 駐日ニュージーランド大使館　特命全権大使
マイケル・ラーチ エボリューションキャビタルマネジメント

前田　伸 日本電波塔株式会社　代表取締役
松岡　宏泰 東宝東和株式会社　代表取締役社長

松沢　成文 前・神奈川県知事
松下　庄一 株式会社松勇　代表取締役社長

松平　定知 京都造形芸術大学　教授
松谷　孝征 株式会社手塚プロダクション　代表取締役社長
眞藤　健一 株式会社経営戦略合同事務所　代表取締役社長

マリ・クリスティーヌ 異文化コミュニケーター、国連ハビタット親善大使
丸山　邦治 株式会社丸山海苔店　代表取締役社長

ミア・エヴァンズ バンコープ・ウェルスマネジメント・リミテッド　ジェネラル・マネージャー
村上　雅則 元・メジャーリーガー

森川　由加里 ミュージシャン
森　浩生 森ビル株式会社　取締役専務執行役員

森　浩美 作詞家・作家、　日本ドッジボール協会　最高顧問
森　喜朗 第85代、第86代内閣総理大臣　日本ラグビーフットボール協会会長

ゲーリーＳ．森脇 ニューヨーク日系人会　会長
薮中　三十二 外務省顧問

山﨑　直樹 株式会社アップフロントグループ　代表取締役会長
ユーゼン・チェン ゼスプリインターナショナル ジャパン株式会社 代表取締役社長

吉田　恒雄 特定非営利活動法人　児童虐待防止全国ネットワーク　理事長
吉田　康 株式会社ブルボン　代表取締役社長

吉野　伊佐男 吉本興業株式会社　代表取締役会長
米村　でんじろう 米村でんじろうサイエンスプロダクション　代表

リュック・リーバウト 駐日ベルギー王国大使館　特命全権大使
ルー・トンプソン エッセンシャリーグループ　マネージングディレクター

ロバート・ベル オーストラリア・ニュージーランド銀行東京支店　CEO
脇屋　友詞 Wakiya一笑美茶樓　オーナーシェフ

和田　修一 株式会社和田　代表取締役
秋澤　志篤 特定非営利活動法人 次代の創造工房　理事長


