The 8th Support Our Kids

Charity Gala Party

実施報告書
2018年3月
Support Our Kids実行委員会

〈実施概要〉
◇ 目的
I.
II.
III.
IV.
V.

東日本大震災で被災した児童の自立支援
Ⅰ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
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
子ども達の実態、現状の報告
プロジェクトの活動報告

◇ 寄附金・支援金の使途
I.

II.

第8回 Support Our Kidsホームステイプログラムの実施費用
【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、国際感覚を備えた復興の担い手づくり
【留学先】アイルランド、オーストラリア、カナダ、ニュージーランド、フランスを予定
【対 象】東日本大震災で被災した中2～高3の生徒 各国最大10名ずつ
【期 間】2018年6月～8月の中の2週間
その他支援活動に関わる費用

◇ 概要
【名
【日
【場
【主
【共
【協
【協
【会
【内

称】第8回 Support Our Kids Charity Gala Party
時】2018年3月12日(月) 開場18:00 ／ 開会19:00 ／ 閉会22:00
所】八芳園 1階 ジュール
催】Support Our Kids実行委員会
催】八芳園
賛】株式会社伊藤園、株式会社ブルボン、三菱食品株式会社、PBees
力】アゼリーグループ、GTF グレーター トウキョウ フェスティバル実行委員会、
特定非営利活動法人次代の創造工房、ヒーローズエデュテイメント株式会社
費】20,000円／席、250,000円／1卓10席
容】
・ホスト国大使（館）紹介
・2017年度ホームステイ参加生徒によるプレゼンテーション
アイルランド、オーストラリア、カナダ、ニュージーランド、フランス

・「震災から7年、東北の今」プレゼンテーション
・Support Our Kidsスペシャルディナー
東北＆ホスト国の食材を使った一夜限りのコースメニュー

・チャリティライブ
サラ・オレイン（ヴォーカリスト/ヴァイオリニスト）
ジョン・健・ヌッツォ（テノール歌手）

・チャリティーオークション
・参加セレブリティサインTシャツ抽選会

◇ 出演

アンディ・ウルフ、佐藤 紗代子、サラ・オレイン、ジョン・健・ヌッツォ
＊敬称略

◇ 参加者
230名

◇ オークション落札総額
総額：4,032,000円（ライブ：1,960,000円、サイレント：1,561,000円、ラッフル：511,000円）
（必要経費を除き、海外ホームステイに充当させて頂きます。）
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〈プログラム①〉
受付

18:00

オープニング
主催者挨拶

乾杯のご発声

司会

通訳

19:00

駐日アイルランド大使館
特命全権大使

アン・バリントン様

駐日アイルランド大使館

衆議院議員
自由民主党 総務会長
元復興大臣

駐日ニュージーランド大使館
公使

アン・バリントン様

ピーター・ケル様

参事官

蓮見 孝之様

中曽根 俊様

竹下 亘様

特命全権大使

駐日カナダ大使館

TBSアナウンサー

駐日オーストラリア大使館
首席公使

駐日フランス大使館
広報部 参事官

クレア・モニカ・ウォルシュ様 ジョアン・ヴァラドゥ様

駐日スイス大使館
特命全権大使

パトリシア・オックウェル様 ジャン＝フランソワ・パロ様
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〈プログラム②〉
「震災から7年、東北の今」プレゼンテーション

チャリティライブ

19:30

アンディ・ウルフ様

アン・バリントン様

ホームステイプレゼンテーション

19:45

宮城県石巻市出身/高2
2017年 アイルランド

駐日アイルランド大使館
特命全権大使

高橋 こころさん

アン・バリントン様

復興コース料理プレゼンテーション

19:55

八芳園
おもてなし部 統括支配人

東北＆ホスト国の食材を使った一夜限りのコースメニュー

関本 敬祐さん

ホームステイプレゼンテーション
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20:00

宮城県登米市出身/高3
2017年 ニュージーランド

駐日ニュージーランド大使館
公使

菅原 このみさん

ピーター・ケル様
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〈プログラム③〉
ホームステイプレゼンテーション

20:10

宮城県大崎市出身/高2
2017年 フランス

駐日フランス大使館
広報部 参事官

茂泉 舜哉さん

ジョアン・ヴァラドゥ様

ホームステイプレゼンテーション

ライブ

20:30

20:25

宮城県仙台市出身/中2

駐日カナダ大使館

2017年 カナダ

参事官

熊谷 海音さん

パトリシア・オックウェル様

ご来賓挨拶

ライブオークション

20:45

復興大臣

吉野 正芳様

[左から]
後藤 凜さん、秀岳 卓哉さん

[左から]
佐藤 幹尚さん、及川 智香さん、秋山 裕乙さん、米山 結衣さん

[左から]
山口 雅姫さん、西田 舞さん
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〈プログラム④〉
ホームステイプレゼンテーション

ゲスト紹介

21:10

岩手県宮古市出身/高2
2017年 オーストラリア

駐日オーストラリア大使
主席公使

荒川 泰青さん

クレア・モニカ・ウォルシュ様

フィギュアスケーター

今井 遥様

チャリティライブ

21:20

サラ・オレイン様

ジョン・健・ヌッツォ様

ピアニスト

佐藤 紗代子様

クロージング

22:00

次代の創造工房 理事長

寺田 陽次郎
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〈オークション風景〉

20:47
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〈オークション商品リスト〉
ライブオークション（3点）

ラッフル（26点）

商品番号 カテゴリー

商品名

ご提供

「サラ・オレイン」 ご本人愛用のティアラ＆サイン入りオリジナルLP

商品番号 カテゴリー

音楽

L-2

スポーツ

「デビッド・ベッカム」本人着用サイン入りレアル・マドリードユニフォーム ＊2003年初来日時

GTF

L-3

スポーツ

「マンチェスターユナイテッド」2005年来日メンバー サイン入りユニフォーム

GTF 様

S-1

音楽

商品名

カナダのトロント出身 「ニール・ヤング」

R-1

飲料

アイルランド産 ／ IRISH WHISKEY JAMESON

R-2

飲料

①オーストラリア産 ／ MOSS WOOD 2012 Merlot（赤ワイン）
＆Voyager Estate 2011 Chardonnay （白ワイン）

オーストラリア大使館 様

R-3

飲料

②オーストラリア産 ／ Leeuwin Estate赤・白ワインセット

オーストラリア大使館 様

R-4

飲料

①ニュージーランド産 ／ ワイン2本セット

ニュージーランド大使館 様

R-5

飲料

②ニュージーランド産 ／ ワイン2本セット

ニュージーランド大使館 様

R-6

飲料

③ニュージーランド産 ／ ワイン2本セット

ニュージーランド大使館 様

R-7

飲料

①フランス産 ／ Laurent Perrier Champagne 2本

フランス大使館 様

R-8

飲料

②フランス産 ／ Laurent Perrier Champagne 2本

フランス大使館 様

R-9

飲料

③フランス産 ／ Laurent Perrier Champagne 2本

フランス大使館 様

Support Our
Kids

R-10

飲料

スイス産 ／ Pinot Noir De Salquenen 赤ワイン2本セット

Support Our
Kids

R-11

その他

アイルランドに本社をおくYvolution社のキッズ用 Yフリッカースクーター

Support Our
Kids

R-12

その他

カナダを代表するミュージシャンCDセレクション 3枚

サイン入りギター

Support Our
Kids

サイン入りボクシンググローブ

Support Our
Kids

スポーツ フィリピンの英雄 「マニー・パッキャオ」

S-3

スポーツ ラグビーオーストラリア代表「ワラビーズ」2016年メンバー サイン入りユニフォーム

音楽

アメリカの人気ロックバンド 「イーグルス」

スポーツ ロードレース世界選手権Moto GP 2015年参加レーサー

S-6

スポーツ Moto GPチャンピオン「バレンティーノ・ロッシ」

S-7

S-8

音楽

Support Our
Kids
Support Our
Kids

サイン入りギター

S-5

アイルランド大使館 様

ご提供

S-2

S-4

ご提供

様

サイレントオークション（28点）
商品番号 カテゴリー

商品名

サラ・
オレイン 様

L-1

サイン入りフォト

サイン入りフォト

アイルランド出身のロックバンド 「U2」 サイン入り写真

スポーツ ボクシング界のレジェンド 「モハメド・アリ」 サイン入りフォト

Support Our
Kids

スイス大使館 様

アイルランド大使館 様

カナダ大使館 様

S-9

芸能

米俳優・プロデューサー「ブラッド・ピット」 サイン入りフォト

Support Our
Kids

R-13

その他

ポーランドの伝統的な切絵をモチーフにした傘 ／ MALA POLSKA ビニール傘

S-10

芸能

マーベルコミック 「スタン・リー＆クリス・ヘムズワース」 サイン入りコミック

Support Our
Kids

R-14

その他

スイスナイフメーカーギフトセット ／
WENGER キッチンバサミ ＆ VICTORINOX スイスナイフ

スイス大使館 様

R-15

その他

ラグビーニュージーランド代表ALL BLACKS ユニフォーム

アディダスジャパン株式会社 様

R-16

その他

リッチー・マコウ チャリティイベント記念 オフィシャルグッズセット

Support Our Kids

R-17

その他

ダン・カーター チャリティイベント記念 オフィシャルグッズセット

Support Our Kids

R-18

衣類

①Gary Player Collection ゴルフウェアセット（メンズＭサイズ）

ゲーリー・プレーヤー 様

R-19

衣類

②Gary Player Collection ゴルフウェアセット（メンズＬサイズ）

ゲーリー・プレーヤー 様

R-20

その他

R-21

飲料

高濃度酸素水 WOXウォックス 1ケース

有限会社テラモス 様
メディサイエンス・エスポア株式会社 様

R-22

飲料

Tully's Coffeeオリジナルブレンド ZIPS 10箱セット

タリーズコーヒージャパン株式会社 様

リッチー･
マコウ 様

S-11

スポーツ ニュージーランドが誇る元ラグビー代表主将「リッチー･マコウ」 サイン入りオールブラックスユニフォーム

S-12

スポーツ 「デレク・ジーター」 サイン入りNew York Yankeesユニフォーム

S-13

スポーツ 「松山英樹」 サイン入りSRIXONゴルフバッグ

松山英樹

S-14

スポーツ 「前田健太」 サイン入りLA Dodgersユニフォーム

前田健太 様

S-15

スポーツ 「ラグビーアイルランド代表」 サイン入りユニフォーム

アイルランド大
使館 様

S-16

スポーツ 「錦織圭」 サイン入りユニフォーム

S-17

スポーツ ゴルフ界のレジェンド「ゲーリー･プレーヤー＆ジャック・二クラス」 サイン入りMASTERSフラッグ 2014

ゲーリー･
プレーヤー 様

S-18

スポーツ ニュージーランドが誇る元ラグビー代表主将「リッチー･マコウ」 サイン入りアディダスラグビーボール

リッチー･
マコウ 様

S-19

スポーツ ニュージーランドが誇る元ラグビー代表主将「リッチー･マコウ」 サイン入りスパイク

リッチー･
マコウ 様

S-20

スポーツ 「前田健太」 サイン入り野球ボール

前田健太 様

R-23

食品

和歌山県産のデザート感覚の梅干 とまと梅 10個セット

S-21

スポーツ 「松井秀喜＆デレク・ジータ」 サイン入り野球ボール

松井秀喜＆
デレク・ジータ
様

R-24

食品

NEW ZEALAND Honeyギフトセット

クリス･
ハート 様

R-25

ディナー

八芳園 「槐樹（Enju）」ペアディナー券

R-26

ディナー

旨いめしとお酒 くりはら ペアディナー券

ポーランド大使館 様

デレク･
ジーター 様

IMG

S-22

音楽

「クリス・ハート」 サイン入りSOKTシャツ&サイン色紙

S-23

音楽

「平原綾香」 サイン入りSOKＴシャツ＆サイン色紙

S-24

芸能

「舘ひろし」 サイン入りTシャツ＆サイン入りあぶない刑事パンフレット

様

様

平原綾香

株式会社アークリンク

様

Pbees 様

八芳園 様

様
旨いめしとお酒 くりはら 様

舘ひろし 様

S-25

スポーツ ニュージーランドが誇る元ラグビー代表主将「リッチー･マコウ」 サイン入りチャリティイベント記念ワイン

リッチー･
マコウ 様

S-26

スポーツ ニュージーランド出身のラグビー界スーパースター 「ダン・カーター」 サイン入りチャリティ記念ワイン

ダン･カーター
様

S-27

スポーツ キューバが誇るオリンピックメダリスト「ミハイン・ロペス」 来日記念サイン入り Havana Club Rum

S-28

スポーツ キューバが誇るオリンピックメダリスト「イダリス・オルティス」

来日記念サイン入り Havana Club Rum

株式会社SPE 様

SPE-S ALA25（サプリ） 1パック

ミハイン・
ロペス 様
イダリス・
オルティス 様

ご提供頂いた皆様、落札頂いた皆様、ありがとうございました。
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〈参加学生の声〉
・高橋 こころさん（アイルランドステイ）
チャリティパーティに参加させていただき、たくさんの方々に支えられてホームステイプロジェクトをはじ
め、たくさんの貴重な体験をさせて頂いていることを改めて感じました。会場の皆様が私たちのホームステ
イプロジェクトや震災についてのプレゼンテーションに真剣に耳を傾けてくれました。また、今回のプレゼ
ンテーションを通して、ほかの人を助けられるような人になって、これまで支援してくださった方々へ恩返
しをしたいと意を新たにすることが出来ました。パーティが終わったあと「頑張ってください」と声をかけ
てくださった方もいて、とても胸が熱くなりました。チャリティパーティに参加して良かったと心の底から
思いました。ありがとうございました。

・菅原 このみさん（ニュージーランドステイ）
私は今回のチャリティパーティに参加し、プレゼンテーションを行いました。たくさんの支援者の前で、私
が体験したことや学んだこと、また、それらを活かしてボランティアに参加しているということを発表しま
した。たくさんの人々の前に立ち、自分の言葉で伝えられたことがとても嬉しく、ボランティアを継続して
いこうと思いました。さらに、今回のパーティーを通して、たくさんの人々の支援のお陰でこの活動が成り
立っていると実感することができました。支援者の方々には感謝の気持ちでいっぱいです。
私は、この春から大学生になります。海外に行き、学んだことを活かしながら自分の夢に向かって進んでい
きたいと思います。

・茂泉 舜哉さん（フランスステイ）
たくさんの支援者の方々の前でプレゼンテーションをさせて頂き、現地でお世話になった方にもお会いして
近況報告をすることも出来ました。
直接、私の言葉を伝えることが叶いました。
私の今の1歩はここから出発したんだ、という実感が感謝の言葉としてこぼれました。
今の歩みを止めてはいけない、進み続けよう、と心の思いを確認することも出来ました。
このご縁、ご恩を強く噛みしめています。
本当にありがとうございました。
また、私たち若者の成長を見守っていてください。よろしくお願いします。

・熊谷 海音さん（カナダステイ）
私はチャリティパーティに参加し、私たちがどれだけたくさんの人に支えられているのかを実感しました。
自分が体験したことを伝えるのが少し難しかったです。私がカナダに行って体験し感じたことはそう簡単に
言い表せられるものではありません。それを、一つの文にまとめる中で一つ一つの言葉に想いを込めました。
また私は、SOKで歌を歌わせてもらう中で歌に自分の思いをストレートに込めることができるようになりま
した。今回、チャリティーオークションを見させていただいた際、こんなに多くの人たちに支えられている
のかとわかっているつもりでしたが、驚いてしまいました。また、サラ・オレインさんなどたくさんの有名
な方々の演奏や歌を聞く中で、私は本当に感動しました。心を初めて動かされたようなそんな気持ちになり
ました。このような、機会をくださったSOKに感謝し、日々努力を重ね私もだれかのために行動できるよう
になりたいです。

・荒川 泰青さん（オーストラリアステイ）
Charity Gala Partyに参加するのは初めてでした。
大勢の人の前でのスピーチはとても緊張しましたが、ステイ先での震災プレゼンテーションで培った英語や
話し方で、言いたいことはすべてお伝えしたつもりです。
自分の思いを英語と日本語でたくさんの人に届けられたあの時間は、僕にとって大きな財産となりました。
そして、僕がオーストラリアで素晴らしい経験が出来たのは昨年のこの日があってこそだと思うと、支援を
してくださった方々には本当に感謝の念が尽きません。
Support Our Kidsや支援者の方々にいつか恩返しができるよう、何事も努力し続けようと思います。
貴重な経験をさせていただき有難うございました。

・佐藤 章哉（事務局インターン 2015年 ポーランド・スイスステイ）
今回チャリティパーティには参加できませんでしたが、報告書を作成させて頂きました。Support Our KidsのOB・OGがオー
クショニアを務めたライブオークションでは、多くの方から「OB・OGが主体でやるのは面白い、とても盛り上がった」との
声を頂きました。支援者の方に直接会って感謝を伝えるという機会はあまりないですが、チャリティパーティはそれができる
良い機会です。今回はオークショニアだけでしたが、将来的にはOB・OGで司会や通訳をできるようになると、より支援者の
方々に成長した姿を見せられるのではないかと思います。個人としても、支援者の方々に少しでも成長した姿を見せられるよ
う、感謝の気持ちを持って活動していきたいと思います。これからも温かいご支援を宜しくお願い致します。
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〈Support Our Kids OB・OGボランティア〉

秋山 裕乙さん、荒川 泰青さん、及川 智香さん、小田 和樹さん、熊谷 海音さん、後藤 凜さん、齋藤 心さん、佐伯 真結香さん、
佐々木 彗太さん、佐藤 幹尚さん、白井 森隆さん、菅原 このみさん、須田 日香理さん、高橋 こころさん、西田 舞さん、
秀岳 卓哉さん、福來 達紀さん、星 花乃さん、茂泉 舜哉さん、山口 雅姫さん、米山 結衣さん

ご来場いただいた皆様に、バリントン会長が訪問した被災地釜石市（岩手県）の名産
『本醸造 かけしょうゆ』『浜千鳥 純米酒』をお土産にお渡し致しました。
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〈PHOTO GALLERY〉
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「Support Our Kids」発起人会
青島 俊徳 (タイムアウト in NZ 創設者)
赤井 勝 (花人)
赤木 弘喜
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 (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 日本代表)
アン・バリントン（駐日アイルランド大使館 特命全権大使）
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)
伊東 信一郎 (ANAホールディングス株式会社 代表取締役社長)
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)
ウルス・ブーヘル（前･駐日スイス大使館 特命全権大使）
エド・オーバリー (前・ニュージーランド航空 日本・韓国地区 支社長)
大崎 洋（吉本興業株式会社 代表取締役社長）
大里 洋吉 (株式会社アミューズ 代表取締役会長)
大日向 由香里 ( 株式会社エコLOVE 代表取締役)
岡田 佑 (宝自動車交通㈱ 代表取締役社長)
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 (国際ロータリー第2750地区 東京芝ロータリー・クラブ 2013-2014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 (宮内庁式部官長)
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 代表取締役社長)
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 (前・高萩市 市長)
クリスチャン・マセ (前・駐日フランス大使館 特命全権大使)
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 代表取締役社長)
児玉 守弘 (株式会社日音 相談役)
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・デイビット・ウォレン (前・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 特別顧問)
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)
芝 幸太郎 (㈱One & Presence Holdings 代表取締役社長)
柴 俊夫 (一般社団法人 こどものための柴基金 理事長、俳優)
渋谷 弘延 (公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン 理事)
島田 亨 (楽天株式会社 代表取締役副社長執行役員)
ジャックＫ．坂崎 (９０ Ｐｌｕｓ Ｗｉｎｅ Ｃｌｕｂ 代表)
シャノン･ウォーカー (前・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 (前・ニュージーランド貿易経済促進庁 公使 日本・韓国地域局長)
ジョン・Ｖ・ルース (前・ 駐日米国大使)
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・カーワン (前・ラグビー日本代表ヘッドコーチ )
ジョン・ニアリー (前・駐日アイルランド大使館 特命全権大使)
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・ハンドルビー (ビーフ アンド ラム ニュージーランド 日本代表)
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)
竹花 豊（株式会社東京ビックサイト 代表取締役社長）
舘 ひろし (俳優)

「Support Our Kids」協力・後援団体
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
サンマリノ共和国大使館
スイス大使館
ニュージーランド大使館
フランス大使館
ベルギー王国大使館
ポーランド共和国大使館
キューバ大使館
復興庁
外務省
防衛省
首相官邸
日本赤十字社
経済同友会
（公財）日本ラグビーフットボール協会
90 Plus Wine Club
ISISGreenwich
i3
IMG JAPAN
アイング株式会社
RHトラベラー株式会社
赤井勝装花の会
株式会社アカデミー
株式会社アコーディア・ゴルフ
あしなが育英会
ANZCO FOODS JAPAN LTD
アンダーズ東京
e.i.l.
イオン
いしかわボディケアセンター
株式会社泉屋東京店
いそ路
Itsumo
株式会社伊藤園
伊藤ハム株式会社
Bancorp Wealth Management Limited
NPO法人日本オリンピック・アカデミー
一般財団法人日本自動車文化振興会
Gary Player International
IRFU (Irish Rugby Football Union)
JANZ Ladies
Kenja Corporation
nz-navi.com

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 代表取締役)
ツィリル・コザチェフスキ（前･駐日ポーランド共和国大使）
塚原 光男 (有限会社塚原体操センター 代表)
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)
デボラ・ヘイデン (前・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 (日本パラリンピック委員会 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 常任監査役)
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 専務理事)
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)
野田 勝憲 (共立印刷株式会社 代表取締役会長)
羽生 裕子 (カナルカフェ オーナー)
羽生 善治 (将棋棋士 二冠)
原 辰徳（読売巨人軍 前監督）
原田 真二 (ミュージシャン)
林 梓 (前 ベルギー王国大使)
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 元理事長)
冨木田 道臣 (株式会社エフエム東京 代表取締役会長)
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 (前・駐日オーストラリア大使館 特命全権大使)
ボビー・バレンタイン (前・ボストン・レッドソックス監督)
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)
本庄 竜介 (グリーンコア株式会社 代表取締役)
マーク・ケナリー (前・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 (前･駐日ニュージーランド大使館 特命全権大使)
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 代表)
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 (参議院議員)
松下 庄一 (株式会社松勇 代表取締役社長)
松平 定知 (元NHKアナウンサー・京都造形芸術大学 教授)
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)
マンリオ・カデロ（駐日サンマリノ共和国 特命全権大使）
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 浩美 (作詞家・作家、 日本ドッジボール協会 最高顧問)
森川 由加里 (ミュージシャン)
森 浩生 (森ビル株式会社 取締役副社長執行役員)
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 (前･駐日ベルギー王国大使館 特命全権大使)
ルー・トンプソン (CSM Sport & Entertainment New Zealand エグゼクティブチェアマン)
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 (故人／NPO法人次代の創造工房 前理事長)
＊2018年1月 現在（五十音順・敬称略）

仙台ニュージーランド協会
全日本空輸株式会社
医療法人社団聡真会
DARGAVILL HIGHSCHOOL
株式会社ダイフク
タカタ株式会社
宝自動車交通株式会社
株式会社竹中庭園緑化
株式会社環建築設計事務所
学校法人千葉工業大学
ダブリン市
つきぢ田村
ニューヨークメロン銀行
ビクトリノックス・ジャパン
ファイングレードウールクラブ
フェデラルエクスプレス
フォンテラジャパン株式会社
株式会社ブーランジェリーエリックカイザージャポン
プロシードアセットマネジメント
北海道日本ハムファイターズ
ほけん設計株式会社
メキシコ大使館
モザンビーク共和国大使館
井原水産株式会社
International Women’s Club JAPAN
霞ヶ関カンツリー倶楽部
株式会社 ロイヤリティ マーケティング
株式会社SPE
株式会社エドムインクリメント
株式会社オールス
株式会社アパマンショップホールディングス
アフリカの花屋
アメリカンクラブ
アルパインツアーサービス株式会社
株式会社インタープレイン
株式会社インフィニティ
株式会社ウェル
株式会社宇佐美鉱油
株式会社ウジエスーパー
ANZCCJ
ACO
エールフランス
株式会社エイチ・ツー・オー
株式会社エイトコーポレーション
Asia Matters
株式会社オフィスフォーティエイト
株式会社オフィスレン
カシオ計算機株式会社
株式会社カタログハウス

ニューヨーク日系人会
OKANO
PACE Sports Management
SOK in Toronto
THE IRELAND FUNDS
TOKYO MX
東北福祉大学
東京航空計器株式会社
東京ガス株式会社
東京ドーム
株式会社東京ドームホテル
株式会社東京ビックサイト
東京プリンスホテル
東宝神宝
トヨタ自動車株式会社
Warner Music UK Ltd.
World Rugby
Yahoo!JAPAN
吉沢寛法律事務所
吉本興業株式会社
読売巨人軍
読売新聞社
ライオン株式会社
Yahoo!JAPAN
吉沢寛法律事務所
吉本興業株式会社
読売巨人軍
読売新聞社
ライオン株式会社
LINE
アイリッシュ・ネットワーク・ジャパン
アイルランド剣道連盟
アゼリーグループ
アディダス・ジャパン
アド・ネットワークス株式会社
アトム通貨実行委員会仙台支部
クラブオーストラリア
グリーンコア株式会社
株式会社グローパス
株式会社経営戦略合同事務所
ザ・リッツ・カールトン東京
スーザン・ロックフェラー
スイスインターナショナルエアラインズ
スイス情報.com
スポーツオーソリティ
公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン
関彰商事株式会社

カナルカフェ
金丸歯科クリニック
カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社
株式会社紀文食品
共立印刷株式会社
近畿日本鉄道株式会社
株式会社コーセー
株式会社KODENホールディングス
公益財団法人 国際親善協会
一般社団法人こどものための柴基金
株式会社ゴルフパートナー
佐藤製薬株式会社
株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド
サンサス商事株式会社
3.11震災孤児遺児文化・スポーツ支援機構
サンデンホールディングス株式会社
サントリー酒類株式会社
株式会社ジエブ
シェラトン都ホテル
株式会社シムコス
七ヶ浜国際村
JSMコンサルティング株式会社
株式会社ジャスビコ
株式会社ジャパンエフエムネットワーク
ジャポネード
JANZ
株式会社プリンスホテル
株式会社プレイン
株式会社ホリプロ
株式会社マイヤ
MOUNT ALBERT GRAMMAR SCHOOL
有限会社マックスペース＆ステーション
マツダ株式会社
株式会社マルトグループホールディングス
マンダリン オリエンタル 東京
ミズノ
株式会社メイ・コーポレーション
株式会社メッセージデザインセンター
モザンビーク共和国大使館
鮨処 森下
森永製菓株式会社
株式会社ラ･ディッタ
公益財団法人ラボ国際交流センター
ラ・ロシェル
Rotary Club of Toronto – Forest Hill
Wakiyaグループ
一般社団法人WAZA JAPAN
株式会社ワーナーミュージック・ジャパン
株式会社虎ノ門実業会館
有限会社ドリーム・ロード

株式会社ナカムラ
株式会社ニュー・オータニ
ニュー山王ホテル
ニュージーランド航空
ニュージーランド政府観光局
ニュージーランド貿易経済促進庁
株式会社倉本製作所
株式会社中央不動産鑑定所
株式会社庭野企画プロモーション
在アイルランド日本国大使館
在日アイルランド商工会議所
三菱重工業株式会社
三菱商事株式会社
三菱食品株式会社
春風会
新企会
新極真会
森ビル株式会社
中京テレビ放送株式会社
株式会社手塚プロダクション
TBS
TBC東北放送
デルタ航空
株式会社テンポプリモ
テンワス株式会社
TOKYO FM
日本電波塔株式会社
認定ＮＰＯ法人日本ハビタット協会
NPO法人日本舞踊芸術文化協会
日本ミシュラン・タイヤ株式会社
ネスグローバル株式会社
NEVER FORGET東北
ノーリツ鋼機株式会社
株式会社八芳園
ビッグホリデー株式会社
福岡地所株式会社
富士スピードウェイ株式会社
株式会社フトゥーロ
株式会社プランクトン
株式会社ブルボン
和田グループ
ヒーローズエデュテイメント株式会社

その他多くの個人の皆様からご支援頂いております。
2018年2月 現在（五十音順・敬称略）

寄付という形でSupport Our Kidsの活動を支えてください。
寄付金お振込み先：ゆうちょ銀行
※記録管理のため、お振込みの際は必ず振込名義人のはじめに「311」とご入力ください。（例）311ヤマダタロウ

支 店 名 ：○一九店（ゼロイチキュウ）

他行からゆうちょ銀行に 預金種目：当座
口座番号：0358733（7桁）
お振込み頂く場合

名

義：トクヒ）ジダイノソウゾウコウボウ

郵便局から
お振込み頂く場合

記号：00100-5
番号：358733（6桁）
名義：トクヒ）ジダイノソウゾウコウボウ

Support Our Kids事務局（特定非営利活動法人次代の創造工房内）
東京都千代田区麹町2-12-6-3F
／ 03-6272-6252 ※平日10：00～17：00
HP http://support-our-kids.org/ja/
https://www.facebook.com/jidai.or.jp
https://twitter.com/SOK_Japan

