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ゆめ応援基金 
 活動報告会 
 

一般財団法人 

くまもと未来創造基金 

 



今日の流れ 

1. 開会 一般財団法人くまもと未来創造基金 

2. 採択団体活動報告発表 （各団体10分×13団体） 

3. 途中休憩                        
（140分） 

4. 交流会                     
（30分程度） 

5. 閉会 



やおきん熊本復興夢応援基金 
     活動報告 （７） 

団体名：合同会社けやき工房 

代表名：坂口洋子・坂口志名 



活動紹介 



活動報告１ 
第１回 パン教室（H29.10.08) 

（参加者：西原村の小学生１０人） 

今回は、うまい棒（万次郎かぼちゃ）を使ったパンを含め、
子供たちの好きな形のパンやクッキー作りを行った。子供
たちの感想として、「パンの技術を知れて勉強になった」「ま
たみんなでパンを作りたい」「難しかったけど、焼きたての
パンが美味しかった」等の声が聞けました。 



活動報告２ 
第２回 パン教室（H29.12.23) 

（参加者：西原村の小学生高学年・中学生１０人） 

今回は、クリスマス時期だった為、クリスマスパンとクリスマス
ケーキ作りを行った。クリスマスツリーの形をしたパン作りや
ケーキ作りの講師をお招きし、本格的なケーキ作りに挑戦。プ
ロの技を近くで見ることも出来、難しながらも楽しそうに一つひ
とつの作業に取り組む。出来上がったケーキは近所に配布し、
受け取った方々から「とても美味しかった」等の感想。子供たち
も「家族で分け合って食べます」と嬉しそうに話してくれた。 



活動報告３ 
第３回 パン教室（H３０．０４．０７) 

（参加者：西原村の小学生高学年１０人） 

本事業最終回。今回は、西原村産の甘藷（シルクスイート）を
使ったパン、他にメロン・ちくわ・たこ焼き・クリーム・チョコパン５
種類のパン作りを行った。具材によって形を変えたり、パン作
りから袋詰めの作業まで体験してもらった。自分で作ったパン

を一つひとつ大切に袋に入れる姿が印象的だった。 

子供たちからは「楽しかった」「パンが美味しかった」「またパン
を作ってみたい」等の声が聞けました。 



成果 

・一番の成果は、子供たちが楽しくパン教室に参加
してくれて、けやき工房というパン屋さんのことを
知ってもらえたことです。 

・パン教室以降、子供たちの来店も増え、自分たち
のおやつに、遊びにいくお友達用に、けやき工房
のパンを選んでくれる機会が増えた。 

・課題として、工場の広さに応じた人数での計画が
必要だった。また、大きな機械や高温のオーブン
等も設置している為、安全面に対しての対策が大
切である。 



今後の活動計画・寄付者への 
メッセージ 

熊本地震直後は、地域の子供達と一緒にパン作りができる
なんて・・思いもしていませんでした。今回の復興基金の事業
に参加させて頂けた事は弊社にとっても新しいチャレンジと
なりました。子供達が一生懸命パンを作る姿を見ることがで
き、私たちも一層、お客様とのご縁を大切に健康と喜びに繋
がるパン作りを頑張っていかなければと感じています。復興
半ばであり、目に見える復興のお手伝いえをすることは難し
いですが、私達にできる場所で、出来ることで、今後も地域に
根付いたお手伝いをしていけたらと思います。 

最後になりましたが、西原村の子供たちに貴重な体験をさせ
て頂くための大切な基金を応援して頂き、本当にありがとうご
ざいました！けやき工房一同、心より感謝しております。 
そして、今後共宜しくお願い致します。 



クリスマスパン・ケーキ作り 



袋詰めまで頑張りました！ 

子供たちの素敵な笑顔 

うまい棒を持って記念写真 



やおきん熊本復興夢応援基金 
     活動報告 （８） 

団体名：くまもと音楽復興支援100人委員会 

代表名：栗谷利夫 



活動紹介 



活動報告１ 

• 「やおきんマラソンコンサート」 
• 5月より出演者募集チラシ配布 
• 6月末に締め切り 
• 7月下旬より仮設住宅等に案内チラシ配布 
• 8月プログラム、記念品等準備 
• 38名の子ども達に演奏を披露してもらいました。 
• ヴァイオリンソロ 
• ピアノソロ 
• 連弾など 5歳(年中)から18歳（高校3年生)まで 
• 演奏後はインタビューも設けて1人1人の夢などを語ってもらいました。 
• 13:00開場 
• 13:30開演15:30終演 
• 終演後、記念撮影、記念品(うまか棒 その他)この基金でどんな活動をし
たか？（写真も入れて） 



活動報告２ 

• 「繋ごう音楽の和 ステージで想いを伝えよう！」を
キャッチフレーズに一般公募をし、年中(5才)〜高校3
年生(18才)までの38名の子ども達が集まってくれまし
た。 

• 事前にポスターを準備し、被災者の集会場や仮設住
宅にコンサート開催のご案内を行いました。 

• ヴァイオリンからピアノソロ、連弾…それぞれの想いで、
日頃の練習曲やお気に入りのアニメの曲、コンクール
の課題曲等を披露してくれました。子ども達は、はに
かみながら登場し、緊張のあまりちょっぴり失敗して
涙が出たり、堂々と弾ききってくれたり…と様々な表情
を見せてくれました 。 
 



成果 

 
• 日々の練習は1人では辛く…時にはお母さんから叱られたり、褒めてもらったり、と家族の協力が

あって成り立つもの、そのありがたさもステージに立ってこそ実感し、感謝の気持ちも芽生えたと
思います。日頃の生活からのストレスや特に地震後の生活の変化は子供達にはうまく理解出来
ない不安、また未来への夢を持てない！そんな時に 音楽を弾く、聴く…は心を和ませてくれる豊か
なものである事は間違いありません。音楽を通してたくさんの学びがあり、一つの事を作りあげて
いく過程での苦労、楽しさを体感することができたと思います。 
 

• さらに、楽屋袖では、学校のお友達でも無く、同じ教室のお友達でも無く、知らない同士でもいつし
か同じステージに立つ仲間として溶け合い、コミュニケーションが生まれ、緊張した顔も笑顔に変
わっていきました。 
 

• また、演奏後は、1人1人にインタビューをし、将来の夢は？夏休みの楽しみは？などを聴くと、 
   「宇宙飛行士になりたい！」「ピアニストになりたい！」「プリンセスになりたい！」「手術のできる 
   お医者さんになりたい！」など、瞳をキラキラ輝かせて答えてくれました。そのそれぞれの夢に 
   向かって今日のステージに立つ！経験が活きていくと感じました。 
 
• 今回のステージは、そんな子供達の演奏を おじいちゃん、おばあちゃんもお越しいただいた家族

で楽しませていただきました…との 温かな「家族の和」を取り戻させてもらえた貴重な場、時間でし
た。 

 



今後の活動計画・寄付者への 
メッセージ 

• この会は、株式会社やおきん様のご寄付を
頂き、開催することができました。 

 心より感謝申し上げます。 

• このコンサートでの経験は、子ども達の夢や
希望へ繋がる大きな一歩となったことと思い
ます。 

• 今後も音楽を通して子ども達に寄り添い一緒
に夢を育んでいける活動を行っていきたいと
思います。 

 



やおきん熊本復興夢応援基金 
     活動報告 （９） 

団体名：益城町に気球を飛ばそうプロジェクト 

代表名：三村 一誠 



活動紹介 



活動紹介 



活動紹介 



活動紹介 



活動紹介 



活動紹介 



活動紹介 



活動紹介 



活動紹介 



活動紹介 



活動紹介 



活動報告１ 
2018年3月3日（土） 
益城町立飯野小学校 仮グランドにて 
AM 6時より気球の立ち上げ準備を 
メンバー６名と、ボランティア５名で開始。 
AM 6時半より気球搭乗のために 
集まってきた子供たちと保護者の方の 
協力してもらい 
気球の立ち上げができました。 
AM 7時より気球搭乗体験の開始。 
30名程の子供たちと保護者のかたが 
ワクワクしながら並んでおられました。 
気球には1回平均5名程のりこめ、 
搭乗時間5分程度、 
20メートル程の高さまで係留飛行しました。 
心配していた天候と風もどうにかもち 
予定していたAM10時まで開催でき、 
0歳児からお年寄りまで140名が 
生まれ育った故郷の地を 
上空から眺めることができました。 
 



成果 

今回の飯野小学校の開催で、益城町の小学校全校での開催ができました。 
初めて開催したのが2016年6月は、倒壊したままの住宅、瓦礫の山、 
手付かずのままの絶望的な故郷の景色でした。 
 
それから１年間益城の学校を中心に気球の搭乗体験をやってきました。 
日に日に瓦礫がなくなり、倒壊した家屋・解体を余儀なくされた家屋がなくなっていき 
更地になった場所が多くなり、 
そして仮設住宅中心の生活も増えてきているのがよくわかりました。 
２年目に入り更地になった土地に住宅が建ち始め 
新しい益城町へと復興の歩みを見て取れるようになりました。 
今回の飯野小学校は私三村の母校で自分が学んだ学び舎、そして授業、 
部活をしていた 
ｸﾞﾗﾝﾄﾞが仮設住宅になっている姿、そして毎日通学した農道。 
色んなものが変わってしまったのだなとつくづく感じました。 
  
これから日に日に復興していく益城町の様子を 
子供たちそしてお年寄りまで、空から楽しく故郷を継続して見てもらえたらなと思ってます。 
 



今後の活動計画・寄付者への 
メッセージ 

購入いただいた皆様 ・ やおきん様 
  
今回頂いた寄付で被災に合われ現在も復興途中の皆様に 
故郷の姿をたくさんの方に空から楽しく見ていただくことができました。 
  
皆様から頂いた寄付と、がんばれというお気持ちとてもうれしかったです。 
 
益城町は復興がスタートしたばかりです。 
今後も故郷の復興していく姿をたくさんの方に楽しく見せていきたいです。 
気球の搭乗体験の費用はすべてを募金と寄付で行ってまいります。 
現状資金も底をついており開催できる見込みはありません。 
 
目標では5年後・10年後と開催したかったのですが現時点では難しいです。 
今後も継続できるようお力添え引き続きよろしくお願いします。 
 
 
 



やおきん熊本復興夢応援基金 
     活動報告 （10） 

団体名：ハロウインマルシェ実行委員会  

代表名：中村 絵里加 濱本 唯 





やおきん熊本復興夢応援基金 
     活動報告 （１１） 

団体名：益城町立広安西小学校吹奏楽部後援会  

代表名：縄田  由起子 



広安西小学校 

吹奏楽部活動報告 

2018年11月17日 

広安西小学校吹奏楽部後援会 



1年間の活動報告 （1） 

• 2017年10月21日 トランペット 2台 納入 

• 2017年10月27日 上益城郡小学校音楽祭 

• 2017年11月9日  JA益城復興祭演奏 

• 2017年11月26日 朝倉市杷木町立久喜宮小学校にて演奏 

• 2017年12月3日  校内学習発表会演奏 

• 2017年12月22日 熊日クリスマス子ども大会 

• 2018年1月21日  熊本県小学校合奏祭 

• 2018年2月24日  九州管楽器合奏フェスティバル 

• 2018年3月4日    定期演奏会たんぽぽコンサート 

• 2018年3月11日  スクールバス贈呈式 

• 2018年3月23日  広安西小学校 卒業式 



1年間の活動報告 （2） 

• 2018年4月10日   広安西小学校入学式 

• 2018年7月29日   熊本県吹奏楽コンクール 

• 2018年9月15日   益城町みんなの夏祭り 

• 2018年10月13日 熊本県器楽コンクール 

• 2018年11月4日   熊本県一般吹奏楽団合同演奏会 









やおきん熊本復興夢応援基金 
     活動報告 （１２） 

団体名：NPO法人さをりひろば熊本さをり会ブランチ  

代表名：宮田 信一 



やおきん熊本復興夢応援基金 
     活動報告 （１３） 

団体名 ジェニトーリ・オペラ 

代表名 村中 恵美子 



活動紹介 

 
 ・ 2003年ジェニトーリ設立。 
 現在オペラ歌手5名、ピアニスト２名、エレクトーン奏者１名、 
 ジュニア部１２名、プログラマー１名、裏方スタッフ４名の２５名 
 で活動中。 
 
• 子ども参加型オペラ公演実施 
• 保育園・幼稚園・施設等での出張園内コンサート 
・ 支援学校・小中高校での出張オペラスクール公演 
・ 被災地音楽支援（東北・熊本にて活動実績） 
・ イベント演奏、ホールオペラ公演 
・ ジェニトーリアカデミーにて、 
  ２歳から１８歳のジュニア部を、舞台共演の為、 
  育成中。 
 



活動報告 

 
１１月３０日熊本赤十字病院こども病棟にて 
   

各病棟にて仮装して参加できるコンサートを実施 
 
 地震後もノンストップで闘い続けている入院中の 
 子どもたち・医師・看護師・保育士の皆さんへ 
 一緒に楽しめる夢の時間を体験して頂きました。 

 
 
 ・６年間ＩＣＵから出たことのない女の子にドレス撮影体験！ 
 ・サックス奏者でもあるドクターと、オペラ曲でのコラボ演奏！ 
 ・感染症で病室から出られない子どもたちも、衣装を着て 
  ホールから聞こえる歌声に耳を傾け別室参加。 
 ・ホールへ鑑賞に来れた子どもたち、ご家族は、先生方や 
  オペラ歌手と一緒に  歌ったり、踊ったり！ 
  笑い声が溢れる時間を過ごしました。 



 
• １２月２１日南阿蘇 久木野保育所 
 震災こころケア 
「クリスマスパーティーな絵本コンサート」  
                 ペッパーサンタ編 
• ３月８日南阿蘇 白水保育所 
震災こころケア 
「卒園記念！絵本パーティーコンサート」  

                     ペッパー男爵編 
  
 園児・先生方、衣装を着てコンサート参加 
 プリンス！プリンセスになって、楽しいオペラ音楽に、 
 耳なじみの曲を散りばめた音楽絵本「ぐりとぐら」で 
 一緒に歌ったり踊ったり、呪文を唱えたり・・・ 
 ペッパーが読んでくれるお話とともに 
 楽しんで頂きました。 
 終演後は、ステキな幕絵の前で記念撮影！ 
 先生方のディズニープリンセス姿に 
                こども達も大興奮！ 



南阿蘇 
久木野保育所 
白水保育所 

 



 

• ６月２４日 嘉島町町民会館アクアホールにて 

  震災こころケア 

 ０歳から入場できる子ども参加型メルヘンオペラ 

  「ヘンゼルとグレーテル」 

 熊本県内の親子４００名が参加 

 嘉島町幼稚園・保育園、大串小児科、デンタルクリニックに 

 無料招待案内（嘉島町在住の子ども達を助成金で招待） 

 劇中に、うまい棒配布で大好評！ 

 ステージ上も客席もドレスを着た子どもたちで華やかな 

 オペラ公演となりました！ 



メルヘンオペラ「ヘンゼルとグレーテル」 



 

病気の子どもたち、南阿蘇で暮らす園児たち、 

仮設住宅で頑張っている子どもたち。 

子どもたちを支えている、ご家族や先生方へ 

楽しい体験の記憶を写真と共に残す事ができ、 

全ての支援先より感謝の言葉を頂きました。 

 

被災者同士での支援活動でしたが、お互いに笑顔で 

元気を与えあった、有意義な時間を共有できました。 

支援に行った私達も心癒され助けられたように思います。 

成果 



 
今後の活動計画 

 ・ １０月１５日 人吉市立東小学校にて 
      児童参加型オペラ公演「ヘンゼルとグレーテル」 
 ・  １０月２１日 熊本市総合体育館 中体育室にて 
   熊本市学校保健会・熊本市教育委員会主催 「こころとからだの楽校」 
   健康になるヴォイスレッスンとオペラ生演奏でのドレスランウェイ 
 ・ １１月１３日 田迎こども園にて 
   「ドレスで絵本コンサート」ペッパー男爵編 
 ・ １２月２３日 アスパル富合ホールにて 
     ０歳から入場できる子ども参加型メルヘンオペラ公演 
              「ヘンゼルとグレーテル」   

 
寄付者の皆様へ 

熊本市、南阿蘇、上益城郡嘉島町にて５公演 
 ７００名近い子どもたち、ご家族、先生方へ 

地震後の心を癒す震災こころケアとしての音楽と、 
楽しい方の非日常を、お届けすることができました。 

  余震が長く続き、トラウマが残った子ども達も多くいた中、 
ひと時でも夢中になれるファンタジックな時間で笑顔が溢れ、 

怖い思い出が、楽しい思い出で少しずつ塗り替えられたかと思います。 
 子ども達が大好きな、うまい棒で受けた大きな支援！心より感謝致します！ 

 
 
 





お世話になった方を招待しませんか？ 


