
オルビスくまもと
未来基金 
2019年中間報告会 

広報セミナー＆交流会 

一般財団法人くまもと未来創造基金 



本日の流れ 
1３時30分～ 

① ご挨拶・関係者ご紹介 （１０分） 

   

   ●株式会社オルビス（阿部様、小川様、林様、高松様）  

   ●株式会社LIFULL Social Funding 間辺様 
  

②採択団体活動中間報告 （１０分×８団体） 

 

③株式会社オルビス様より講評   （１０分） 

④団体基盤強化サポート事業中間報告（１０分） 

（休憩 １０分） 

⑤広報セミナー          （４０分）       

⑥交流会             （４０分程度） 

17時終了 



２．採択団体活動中間報告 

 ①ハンズハンズ 

 ②陽だまりの樹 

 ③熊本転入ママの会 

 ④益城子ども農園 

 ⑤子育てネットワーク縁側moyai 

 ⑥HappyPark くまもと 

 ⑦イースターパーティー実行委員会 

 ⑧ハロウインマルシェ実行委員会 

（各団体10分ずつ） 



  
 

   ハンズハンズ 
         代表  穴井 智子 

オルビスくまもと未来基金 
２０１９年活動中間報告① 



◇子ども・地域食堂（だんだん食堂）に
ついて 
  

平成２９年 

１月  

 仮設やみなし仮設の方々に無料の
ごはん  の提供を実施 

 

４月 

 ２回目 いずれも１００名以上が参加 

 

６月～ 子ども・地域食堂として開始 

 
 



◇子ども・地域食堂（だんだん食堂）
について 

  毎月第２土曜日 朝ごはん 
毎月第４月曜日 夕ごはん 

• 夕ごはんには毎月１００人を超える人が利用 
 ボランティアさんを含めるとR1年５月は１8６人
に。 

・ボランティアさん ３０名以上が登録（昨年より
増えている） 
• H３１年よりこどもは無料に。・おとなは３００円 

• 食材は支援品がたくさんあり、肉・魚を主に購
入しています 

 
 

★29.6月～参加人数延べ3,361人ボランテイア参加者延べ427人 
朝ごはん16回、夕ごはん26回 

★H31からの実績（朝ごはん参加者数平均30人、夕ごはん参加者数平均130人） 



◇これまでの体験について 
 
 ・里芋掘り体験 

・梅干し作り体験 

・おはぎつくり体験 

・こんにゃく作り体験 

・餅つき大会 

・栗拾い体験 
 

 

 

 



梅干作り体験 

 

シソ もみ中→ 

 

1５kg漬けまし
た 



餅つき大会 

30kg つきました 

 

地域のおじいちゃん 

おばあちゃん大活躍しま
した 

 

子どもたちもおいしそうに 

何個もほおばってました 



栗拾い体験 

場所 甲佐町世持にて 

一人5キロ以上収穫しまし
た 



みんなでご飯   

   ～ 野外活動のごはん ～ 

みんなで野外で食べる
ご飯は 

より美味しく、楽しい♪ 



野菜をつくりをはじめました 



・お年寄りに協力してい
ただき、 

畑を借りて野菜を作りは
じめました 

 

「だんだん畑」 
と命名 

 

・地域のかたにできる
しこの協力を（ ＾ω＾） 
 



 
地域のお年寄りの協力が 

不可欠！！！ 



だんだん食堂の夕ごはん 



夕ごはん 今日のごはんは？ 



ケ－キ作り体験 

お誕生日おめでと
う会を実施 

 

ケーキは子どもた
ちが一所懸命作り
ました 



クリスマス会を
実施 

歌やダンスの披露などがありました 

 

子どもたちの歌の披露もありました 
 



イオン様の協力 黄色いレシ－トキャンペ－ン 

▼イオン熊本様にて 

毎月11日にレシ－トを  

応援したい団体のボック
スに入れるだけ 

 ↓ 

半年期間の集計の1％を 

ギフトカードにて贈呈され
る 

 

☆2018年11月〜3月 

12,900円分いただきまし
た 



参加と協力のための広報 
工夫（成果） 

• FacebookやTwitter・インスタグラムにできる限りレポ
－トアップ 

・だんだん食堂の新聞を毎月発行  
・仮設暮らし、独居の高齢者へ配布 
・孫から伝わる 
・連絡を毎月しないでも来てくれるようになった 
・区長様に回覧板を依頼 
・嘉島町長と面談ができた 

・嘉島町で講演会を２回実施し子ども食堂の紹介がで
きた 

 



子ども食堂新聞 



成果と今後の活動計画 
• 町長と面談ができたことで活動を知っていただけた 

• 町民課の担当者、町振興課が協力的になることに
期待 

• 学びの場つくり 
• 高齢者の交流の場つくり 
• 本社の協力 
• 一番の協力者＝本社であること  
• 少しずつ 活動しやすくなっている 
  ➡熊日、全国NEWS 
• ボランティアさんを大事にしたい 
• 来年には 法人化したい 



オルビスくまもと未来基金 
２０１９年 活動中間報告② 

団体名 陽だまりの樹 

代表名 堤 雅 



団体の活動紹介 

開催日：学校給食がない日 
     月一回土曜日開催 
時 間  ：12:00～15：00 
料  金 ：子ども 10円 大人 300円 



活動報告１ 
• 1月7日(月)七草がゆ、だご汁、ぜんざい、他 

• 3月22日（金）ｶﾚｰ、ｺﾛｯｹ、ﾁｷﾝのﾄﾏﾄ煮、野菜ｽｰﾌﾟ、ｾﾞり-、他 

• 4月9日（火）焼肉丼、ざぜん豆、ﾌﾙｰﾂﾎﾟﾝﾁ、他 

• 5月22日（水）ｸﾞﾘｰﾝﾋﾟｰｽご飯、ﾅｽﾐｰﾄ、ﾌｷのきんぴら、ｽｨｰﾄﾎﾟﾃﾄ作り、他 

• 5月27日（月）手まき寿司、いきなり団子作り、梅ｼﾞｭｰｽ作り 

• 6月15日（土）肉じゃが、卵焼き、なすのグラタン、みそ汁、その他 梅ジュース 

 



活動報告２ 

• 昼食後に、おやつ作り 

• 白玉ぜんざい、スイートポテト、梅ｼﾞｭｰｽ、い
きなり団子など、一緒に作って食べるおやつ 

 



参加と協力のための広報 
工夫（成果） 

• 現在は開催予定のチラシを作製、校区内の
駄菓子屋や母子寮に掲示、小学校の校門外
で子どもが手配り（100枚）のみ。 

• 今後は自治会や子供会の回覧板などに入れ
ていただけるよう依頼する。 

• チラシの内容も、開催報告や参加者の声、必
要なお手伝いや寄付など具体的に明記する。 



開催チラシ＆ニュース（実施報告）作成 



成果と今後の活動計画 

• 今期の課題でもあった、開催場所の確保。老人
憩の家を使えるようになり、給食のない日に確
実に開催できるようになった。 

• ゆっくり使えるようになったことで、おやつ作りや、
食後も残って遊ぶ子供が増えてきたので、居場
所づくりとして今後の活動を広げていきたい。 

• 老人会との関わりができたので、理解を深めて
いただき、活動にも参加していただけるよう働き
かけていく。 



オルビスくまもと未来基金 
２０１９年 活動中間報告③ 

熊本転入ママの会（くまてん） 

代表 東山 恵子 



団体の活動紹介  

「熊本へ転入してきたママやプレママがスムー
ズに熊本に馴染み、まるで地元にいるような楽
しい生活が送れる」をコンセプトにした、ママ（プ
レママ）サークルです。 

2017年1月より活動開始。 

「できるしこ（出来るだけ、出来るかぎり）」を合
言葉に、運営メンバー12名、サポーターメン
バー8名で、活動中。 



団体の活動紹介 
●転入ママウェルカム会 

 年2回（6月、11月）、熊本へ転入してきたママ、プレママを対象に、熊本での生活を  

 楽しむきっかけ作りを目的に、転入ママウェ ルカム会を開催。 

 

●キャリアカフェ 

 キャリアに関しての意見交換会及び講座。過去にワンオペ育児、理系ママ同志の  

 お話し会。講師を招いて、扶養控除、ハンドメイド、夫の協力、ボランティアの講座 

 を開催。ママの復職支援などの実績あり。 

  

●ランチ交流会 

「近くに住むママとお友達になりたい」との声を聞き、地域毎でのランチ会を定期的に
開催。公民館やカフェスペースを借りて、日々の子育ての悩みやご近所情報などの
お話し会実施。 

 

●子育てマップ 

転入ママ、プレママが地域の商店や地元の人と仲良くなれるきっかけ作りとして、子
育てマップを作成。一新校区が完成し、現在、水前寺地区作成中。 



活動報告 

参加者配布リーフレット 

6月24日(月)第5回ウェルカム会開催 



開催成果 

参加者 １４１組・２８０名（イベント当日）  

※申込受入人数１２０組に対し、6/10時点で１２０組に達したため、 
受入人数を１５０組まで増枠及び 
キャンセル待ち申込みを受付し対応。 

参加者年代別 

20代 30代 

40代 その他 

居住地別 

中央区 東区 

西区 南区 

北区 その他 

出身地別 

北海道・東北 
関東 
中部 
関西 

ご協賛・ご協力団体 

ブース設置者  

運営・設営 

ボランティア  

5２企業・団体  

１６企業・団体・５０名  

４４名  



イベント当日の様子～企画内容 

受付 

熊本のいいもの抽選会 ウェルカムコンサート 

ブース設営 ボランティア協力 

協賛企業PRタイム 



イベント当日の様子～企画内容、ブース 

地産地消お弁当セット 地域別ランチ交流会 ブースの様子① 

ブースの様子② ブースの様子③ ブースの様子④ 



イベント当日の様子～企画内容、参加者 

くまモンふれあいタイム くまモンと一緒に♪ 

参加者の様子① お土産・抽選品お渡し所 参加者の様子② 

NHK取材 



参加と協力のための広報 
工夫 

6月24日(月) 第5回転入ママウェルカム会を開催に向けて 

  ↓ 

1月）キャスト・ボランティア募集の為のイベント開催やウェ
ルカム会の告知を行った。 

2月)くまてんとしての知名度を上げる為に行政と連携を図
り、転入者向けの“ウェルカム冊子”を製作協力。 

3月)本格的にウェルカム会へ向けての準備を開始。 

4月)協賛企業へのアプローチを開始。 

5月)チラシの配布・SNSやメディアでの告知に力を入れた。 

 



広報実績 

・メディア：RKK「ゲツキン！」(5/28，5/31)、KKT「てれビタ」(6/10) 
・フリーぺーパー：WIRE(６月号)、すぱいす(5/31)、あれんじ(6/15)、Webキャロット(5/22～) 
・行政関係：熊本市LINE＠、中央区Facebook、熊本市結婚・子育て応援サイト 
・くまてん：HP、Facebook、Instagram、LINE＠ 
・チラシ(1500部)：熊本市内5区役所、熊本市内15児童館、熊本市内10子育て支援センター、 
 熊本県内10保健所、子育てサークル10箇所等 

・メディア：NHK「クマロク！」(6/24) 
・熊本日日新聞(6/28) 

事前告知 

当日取材 



今後の活動計画 
・ 転入ママウェルカム会、開催継続に向けて。転入ママたちを、ウェルカ  
  ムの気持ちで迎えたい。今後も参加費の自己負担のないイベント開催   
   をめざしたい。そのため、行政、企業などからの支援、マンパワーの拡大  
 が必須。転出による、運営メンバーの入れ替わりも考慮し、短期間など、  
 一時的に関われる仕組み作りも、構築中。メンバー間で、今までのキャリ 
 アなど、それぞれのスキルの共有にも取り組みたい。 
 
・  運営費を自力で調達できるよう継続的な、応援企業・団体を募っていき 
    たい。HPを充実させ、活動へ賛同、応援いただける企業、団体からのバ  
    ナー広告での収入を考案中。 
 
・ 転入ママのサポートを充実させるため、住みやすい、子育てしやすい、   
   働きやすいまちづくりも視野に、行政(移住受け入れの計画)との連携。 
   女性支援団体へも、アプローチ予定。 
 
・ 引き続き、月1回のイベント開催を行い、転入ママたちのつながりの場を作って   
  いく。楽しい子育ての時間、団体のマンパワーの拡大にもつなげていきたい。 

 



オルビスくまもと未来基金 
２０１９年 活動中間報告④ 

         ましき子ども農園 

         代表   藤井 宥貴子 



団体の活動紹介 

 2016年の熊本地震。 
 子どもたちの笑顔を取り戻すためにできること！ 
 
私たちは、震源地である益城町で「農作業を通して、豊かで美味しい時間を
地域のみんなで共有できればいいな」ということで集まった有志3人と仲間た
ち。 
農作業は初心者ばかり。右往左往しながら、 
２０１８年、オーガニックコットンの栽培とランチ会の練習から始めました。 



活動報告１ 

①玉ねぎ収穫と原っぱランチ会（２０１９．５．１） 

たくさんの玉ねぎが収穫できて子どもたちは大喜び。 
ランチの後ははらっぱでシャボン玉遊びやおいかけっこをして遊んでいました。 



活動報告２ 

②じゃがいも収穫と原っぱランチ会（6月8日） 

雨の合間をぬっての収穫とランチ会。悪天候のため参加者のキャンセルが多かった。 



活動報告３ 
収穫した、じゃがいも・玉ねぎ・野菜などを、 

下記の団体に提供しました。 

 

・シングルマザー フードバンク 

・益城町大きな木 

・熊本県ひとり親福祉協議会 



参加と協力のための広報 
工夫（成果） 

広報 

 参加申し込みは、母子会の会員の連絡網を使い、上益城郡
の会員に絞って知らせた。しかしながら、当日が雨で中止と
なったため、翌週に順延したところ、学校イベントなどと重なっ
て5家族のみの参加となった。 

協力者は口コミで少しずつ増えている。地元の方々の協力を得
て、昨年よりも規模を広げることが出来ている。 
 

＊農作物の成長と天候、対象者（ひとり親家庭）のタイミングが
なかなか合わず、計画通りに実施することの難しさを痛感した。 
                ↓ 
＊今後はHP・フェイスブック等で活動の様子を知らせ、母子会
会員外にも知らせながら、参加者および協力者の呼びかけを
行いたい。 
 



成果と今後の活動計画 

 シングルマザーは親子での参加がなかなか難
しい等という、状況把握が十分できていなかった。
今後は、支援する側の自己満足に終わってしま
わぬよう、当事者を巻き込んでの取り組みにして
いこうと考え動き始めている。 

 

＊オーガニックコットンの収穫時期に 

合わせたイベントなどを企画中 



オルビスくまもと未来基金 
２０１９年 活動中間報告⑤ 

団体名子育てネットワーク 縁側moyai 

 代表名 オノ ユリ 



団体の活動紹介 

• お裾分けゆいまーる 

• 縁側moyai食堂ぐるり 

• お互いさまゆいまーる 

• 共同購入 

• おさがり服・育児グッズ譲渡会 

• 子育てサークル活動 

ゆいまーる 
     プロジェクト 

『大丈夫！かあちゃん
が笑顔でいればきっと
すべてうまくいく』 
『みんなですれば、つ
らさ半減、楽しさ2倍

♪♪』 



活動報告１ 

• お裾分けゆいまーる 
食事準備の負担軽減・安心安全な食の提供を目的として、プロ監修のレ
シピを元に会員同士による総菜の共同調理とお裾分け。 
1回につき20家族程度募集。 
利用者負担額 1セット2000～3000円程度（家族4人分程度） 
開催日 2/6、3/15、4/25、５/30、７/2 計5回開催 
利用者数 延べ100名（会員限定） 

 



活動報告２ 
• 縁側moyai食堂ぐるり 

食事準備の負担軽減に加え、ママ同士のコミュニケーションの場
を提供。地域の高齢者や大学生にもお手伝いいただき、地域交
流・世代間交流を促進。 

ぶんぶん蝉制作などを子供たちに
体験してもらい、伝承文化にも触
れる。 
 利用者負担額 大人500円、小
学生200円、幼児100円 
一回につき20家族程度 
 開催日 冬休み1/7、春休み3/26  
計2回 
利用者人数 延べ 55名＋地域
高齢者10名（調理・見守り10名・

文化２名）・大学生２名・大学職員
1名 



参加と協力のための広報工夫（成果） 

・会員へのお裾分け・食堂ぐるりの情報配信（グループLine・FB・HP）
⇒毎回キャンセル待ちが出るほどの予約状況。 

新規の利用者も増えているが、リピーターも多い。利用者アンケート
での満足度も高く、安定した需要を得ている。 
 
• 会員募集の為のチラシ配布や口コミでの呼びかけ 
⇒顔の見える関係づくり。安心安全・信頼関係の構築＝共助によ
る新しいコミュニティのかたち⇒コミュニティ・イノベーションのロー
ルモデルに 
 

• 地域連携の強化（食堂ぐるり） 
地域との連携により、活動への理解・協力を深める。 
 

• クックパッドへのレシピ掲載 



成果と今後の活動計画 
 【成果】 
• 大量調理用機具の購入による作業の時間短縮・効率化 

 
• 活動を通したネットワークの構築 

他の地域食堂など横のつながりができ、食材の提供、情報の共有が可
能に。また、地域や学生にとのつながりにより、伝承文化の継承や世代
間交流のきっかけにも。 
 
【期待される効果】 

• 会員のワークライフバランスの向上 
ママ同士のネットワーク構築、働くママの食事負担軽減、子どもへの安心
安全な食の提供、子育てママの社会参加といった多様なニーズの受け
皿として、ママたちのワークライフバランスを整える手助けに。 
 
【今後の予定】 

• 夏休み（7月・8月）に食堂ぐるりを開催。7月は介護施設にて
開催。 

• 長期休暇を除く月1回のお裾分けゆいまーるを実施。 

• コミュニティ・イノベーションのロールモデルとして情報を発信
…冊子を作成中。12月完成・配布開始予定。 



オルビスくまもと未来基金 
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HAPPY PARK 

代表  大橋 益由規   



団体の活動紹介 

日時：2019年5月18日(土) 10:00 - 18:00 

場所：サンロード新市街アーケードと花畑広場 

主催・企画：HAPPY PARK 

HAPPY PARK 
~街中×子育て×遊園地

~ 

「ママがHAPPYだと皆もHAPPY」 

●子育てイベントの風物詩に ●ママに発表の場を 

●家族全員が楽しい     ●熊本地震後の困りごとを解決 

 



活動報告１ 
◯出店者数：全部で63店舗 

・花畑広場 

  ハンドメイド・アクセサリー：18店舗 

  フード  ：22店舗 

  遊び   ：  1店舗 

・新市街アーケード 

  癒し   ：3店舗 

  子育て・復職：9店舗 

  親子ワークショップ：10店舗 

◯木のおもちゃ遊園地 

 新市街アーケード内に40メートル展開 

（大型木製遊具も含む） 

◯スポーツ広場（3種目） 

・ボルターズゴールカー 

・熊本県ハンドボール協会 

・トランポリン 

 

※雨のため、当初予定していたボルダリングと 

 スラックラインは中止となりました。 

 

 



活動報告２ 



参加と協力のための広報・工夫（成果） 

テレビ・ラジオ出演 
５月14日  
   9:50〜 TKUかたらんね生出演 
 12:00〜   KABの取材 
   13:00〜 FMやつしろ 午後1時〜 
     『かっぱのoh!ちゃちゃ』 
5月16日 
   16:50〜 KKTてれビタ生告知 
 18:00〜 KABニュース特集 
5月17日  
   18:40〜   RKKラジオに生出演 
5月18日   RKKお昼のニュース 
5月19日   TKU夕方のニュース 
5月20日  KKT夕方のニュース特集 
5月21日  ケーブルテレビニュース 

・フライヤー11万部  
 (幼稚園・保育園・小学校関係へ配布） 
・ポスター100部   
 (協賛社・出店者・公共施設などへの貼り出し） 

紙媒体 

・HAPPY PARK 公式WEBサイト制作 
・Facebookページ＆イベントページ作成 
・YouTubeチャンネルにて動画配信 
  (協賛企業・出店者の紹介） 
・SNS配信＆シェア 

WEB関係 

新聞・雑誌掲載 
 タンクマ5月号・九州ウォーカー5月号 

 5月14日    熊日夕刊 ひと輝く 
 5月16日  朝日新聞 朝刊、 
 5月16日  熊日朝刊、すぱいすお出かけ情報欄 

成果：来場者数約1万人 



成果と今後の活動計画 
 引き続き、「ママがHAPPYだと皆もHAPPPY」のコンセプトを掲げ、年1回〜2回のペース

で街中での子育てイベントを開催することによって、ママのHAPPYを実現する熊本の女性達

のコミュニティとして、認知度・信頼度を上げていく。 

 
◯木のおもちゃ遊園地やスポーツ体験広場など「乳児・ 

 幼児・小学生の子どもを十分に遊ばせる場」を設け 

 来場者の滞留時間を長くする手法をブラッシュアップ 

 する 

◯許可申請手続き（熊本市役所・土木センター・警察・ 

 消防）の流れや、安全対策の可視化。 

◯小規模のHAPPY PARKマルシェ開催による出店者様 

 との関係づくり 

◯来場者の情報源の分析 

（ホームページのアクセス分析等） 

 

（収入   1,897,500円） 

 助成金   300,000円 

 企業協賛金1,020,000円 

 出店料   432,000円 

 その他   145,500円 

   
 



SPECIAL THANKS 

後援 ：熊本県、熊本県教育委員会、熊本市、熊本市PTA協議会、RKK、TKU、kkt!、KAB、FMK、 

    熊本日日新聞、ウルトラハウス 

協力団体：熊本市新市街商店街振興組合、一般財団法人くまもと未来創造基金、ほっと一息カフェプロジェクト、 

    ロハス南阿蘇、熊本県ハンドボール協会、ルネサスセミコンダクタマニュファクチュアリング株式会社 、 

    スタジオ8 

協賛企業：アウテリアタイガー株式会社、東宝ホーム株式会社、有限会社さかい企画、心音子育てくまもと、 

    株式会社すまい工房、株式会社エストロワ、(株)ZET 放 課後等デイサービス やまと、 

    健軍熊本泌尿器科、コスギリゾート乙姫の森、株式会社スペースエージェンシー、合同会社木育工房、 

    ヱビス味噌本舗 株式 会社貝島商店、株式会社DNS、EQ College、 

    (医)平和会 添島歯科クリニック こども歯ならびセンター、千年内科クリニック、みらい小児科クリニック  

オルビスくまもと未来基金様、ありがとうございました 



オルビスくまもと未来基金 
２０１９年 活動中間報告⑦ 



   団体の活動紹介 





イベントでの「キーワード」 

学び 

気づき 

ワークショップ 

復活 

マルシェ 

企業 
熊本 

親子 非日常 

タマゴ 

ウサギ 

大学 

益城 楽しさ 



実行委員の構成 



イベント準備とツール 

看板タスク管理ツール「Trello」を 
利用した「やること」管理 

「Zoom」を使ったオンラインミーティング 

イベント開催までに計32回実施しました。 

実行委員は大学生から社会人まで、幅広い構成で直接会ってのミーティングが非常に難しく、クラ
ウドサービスを最大限に利用し効率化しました。 

OneDriveでの書類共有 

Googleフォームでのボランティア管理 



   活動報告 



イベント概要 



イベント実績 



コンテンツ 
愛着を持ってもらう為に、熊本の場所にちなんだバックパネルを作成 



コンテンツ 



コンテンツ 



コンテンツ 

ビフォーアフターパネル展 2016→2019 

提供・撮影協力:益城カメラ、キロクマ！、益城病院、熊本市、阿蘇神社熊本地震直後の風
景と3年経った今の風景を、同じ角度で撮影し、パネル展を設置しました。 

2016年熊本城 

2019年熊本城 



 参加と協力のための広報工夫 



企業協賛 
富士ゼロックス熊本株式会社 
株式会社丸菱 
益城病院 
同人化学 
コッコファーム 
医療法人社団仁誠会 
ジョージアンドショーン 
日本ユニシス 
コカ・コーラボトラーズジャパン 
アサヒ飲料株式会社 
住友生命 
住友林業株式会社 
トヨタカローラ 
ネッツトヨタ中九州 
福田病院 
崇城大学 
パンパース 
ピジョン 
福岡銀行 
グルーブノーツ 
肥後銀行 
株式会社風雅 
熊本銀行 
サントリー 
コデラ 
フジバンビ 
花王 
らくのうマザーズ 
阿蘇ファームヴィレッジ 
グリーンランド 
cocosa 
パルコ 

リバテープ 
ヤクルト 
株式会社DK 
アーキハウス・アネシス 
FILL 
アイウッド 
アラセンハウス 
中古車 
ミューズプランニング 
アクセス 
村田工務店 
ダイハツ 
サンワード 
ソニー生命 
ソニックジャパン 
連空間Design・はじめギャラ
リー 
大蔦屋 
愛住宅 
コンフォートハウス 
果実堂 
ASTER 
リブワーク 
コムハウス 
バウハウス 
エイティー九州 
ひなたまこっこ 
伊井産婦人科 
杉養蜂農園 
経済連 
シェルパ 
早稲田スクール 
季寿 
マリア幼稚園 
学園大学 
株式会社ジャムティ(西川様) 
熊本電力 

イオン 
九州電力 
木村のあられ 
平田機工 
熊本学園大学 
再春館製薬 
熊本観光タクシー 
熊本交通運輸 
オートメッセ 
エミナース 
株式会社えがお 
シアーズホーム 
JAかみましき 
ベビーパーク 
幼稚園関係 
赤ちゃん本舗 
和光堂 
西部ガス 
全労済 
県民共済 
新生堂薬局 
ワイヤーママ 
松尾司法書士 
株式会社AiCT(LAGOO) 
ホームセンターサンコー 
ヒライ 
ロジック 
KIRIN 
ダスキン 
明和不動産 
フルタ製菓(チョコエッグ) 
Zero design 
Hub.craft 
ZEST 
 

主に実行委員のつながりから 
企画書を持って県内外の 

約100の企業に地道に 

お声がけを実施しました。 
 
 

■お声がけ企業 



企業協賛のポイント 

主旨をしっかりと説明！ 

熊本県内外、数をまわる！ 

相手企業にとってのメリットはなにか？ 



マルシェ協力 

Webからの申込みと管理 

Kei's Factory 
shop512 
LaTo 
アトリエBocco 
RIN Works 
walet 
PERK 
walnut 
Amour 
pablo 
CABiN 
キャンディキャンディ 
MOSAmosa 
happy clover 
GreenSea 
BIG DOOR 
clue_gazet 
Flannel 
BRIDGE KUMAMOTO 
ノサリ 
ミドリネコ舎 
Big Happy 
Amita 
フローリスト鈴の花 
dot to dot  
Auntie-masa 
Sugary＊Sugary 
casuelle rencontre 
Cafe zakka bb 
BAKEE 
ひよこ雑貨店 
アクアプロ 
コトノハ雑貨店 
THREE.nico&ROOM 
Ladybug 
PHOTO CAMERRY 
ROSE HOUSE 

NameLess 
aura 
tino 
藤田雑貨店 
AIR 
&Home 
オトナリ 
九州活版印刷所 
こどもふくetebebe 
よんひきのこぶた 
ふぁお 
DECO-HANA 
お花教室トムテ 
まいちゃん(名前未定) 
イルフォルノドーロ 
tokinoirodori 
茶のこ 
キチパン 
FLAVEDO par LISETTE 
パンの家 
Rizka 
candyribbon 
まいねこ 
麦の音 
pain au levain 
パンダイゴ 
Kubil.Cocco 
カリメロ 
阿蘇ピクルス 
阿蘇タカナード 
MiKO 
smile sweets 
Tartelette 
NEVL 
石川製パン 
トルチェパン 

ちぃのパン 
リコテ 
華華 
Nオランジェット 
PetitMignon 
麻こころ茶屋 
ごちそうさん 
くまパン 
豆菓子Lepo 
Seed leaf 
ウッドガーデン 
オハナbaby 
KICO ウッドワーク 
zakka cocho 
village 
7iro 
apricot 
STOCK 
pupupu 
earth candle 
in to coffee stand 
room105 
garden1.5gakuya 
omusubi. 
ユルリト 
サイフォンタツヤ 
スマイルヒーロー 
VOYAGE 
不言亭 
サンルーアパートメント 
橘家ベイクショップ 
ふたごっち 
DECO-HANA 
ディアダイアモンド 
ブリッジ熊本 
コマンドディー 
未来トーーク 

イベント、店舗、SNS 
を通じて 

約150のお店に 

お声がけを 
実施しました。 
 

■お声がけ店 



事前告知 

■事前フライヤーA3クロス折り 20,000部 

教育委員会を抑える 

事がポイント 



事前告知 

■B2ポスター 200部 



配布先一覧 
■配布先 

飯野小  
京町台保育園  
愛光幼児園  
益城町役場  
益城 第二保育所  
益城町教育委員会  
益城幼稚園  
益城中  
広安西小  
益城第四保育所  
帯山小  
津森小  
木山中  
Sakuraki no ie  
益城中央小  
西本珈琲  
託麻原小  
大江小  
そよがせ保育園  
あややん八代方面  
熊本市PTA協議会南区方面 
テレハウス  
たむかえこども園  
カトレア保育園  

熊本市子ども会協議会 
さくらんぼ保育園  
嘉島保育園  
空港保育園  
ひろやす保育園  
あじさい子供園  
保育園こころ  
清水保育園  
キャサリンズバー  
英会話教室NEIRO  
Noel flower&green Shu・warm 
お菓子のいしはら 天明堂  
ファームランド 
Reefバーガー  
県営山の上団地  
熊本市立図書館 
熊本県立図書館 
熊本県立体育館 
田迎南小学校 
にれのき保育園 立田幼稚園  
花園エリアPS 島崎マンション  

日吉小学校  
産交バス松橋営業所  
ポスター 
力合小学校  
城南小学校2  
川尻保育園  
エンゼル保育園  
のぞみ保育園  
なぎさ保育園  
大光保育園  
光輪保育園  
さくらぎ保育園  
熊本市営合志団地  
パストラルハイム白藤  
鍋保育園 
帯山幼稚園  
御船昭和保育園 
健軍マンション  
川尻小学校  

約70箇所 



紙面媒体 

■月刊タウン情報 クマモト4月号 ■4月18日付 毎日新聞 



SNS運用 

フォロワー数  671人 
平均リーチ数  約2,000 
最多リーチ投稿  約3,000 

総リーチ数  約17,000人 

■Facebookイベントページ 
Facebook JAPAN公式ページでの紹介 



SNS運用 
■Instagram フォロワー数 402人 

リーチ年齢層 25〜44歳 
リーチ性別 72％が女性 

インプレッション 7,000 over 



SNS運用のポイント 

投稿は１日３回以内で投稿時間をターゲット層に 
合わせる（12:00 & 21:00） 

インスタライブやストーリーズを利用してライブ感を 
出す、中の人を知ってもらう活動をする。 

イベント実施後の投稿も大事（アフターフォロー） 



 成果と今後の活動計画 



ご協力企業・団体・後援 

熊本県・熊本県教育委員会・益城町・益城町教育委員会•熊本日日新聞社・KKT·RKK·TKU·KAB 

後援 

お陰様で沢山の企業・団体様のご協力をいただく事が出来ました。 



イベント成果 

 

約2,500名の来場者に、非日常感、

楽しさをベースにした学び、親子で楽し
める事を提供しました。 
 

■イースターパーティー2019 くまもと復活祭を実施して 



マルシェ 

出店数90店舗、そのうち14店舗を益城のお店に出展いただきました。 

 



企業 

13の企業にご出展いただきました。 

■平田機工（株）様 
出展内容 : オモチャの組み立てワークショップ 

■サントリーホールディングス（株）様 
出展内容 : マーブリングワークショップ 



当日の声 

来
場
者 

・「またイースターやってください」 
・「楽しかった！」 
・「朝からずっといました」 
・「みんなでうさみみ付けるの可愛い」 
・「良いお店が沢山ありますね」 
・「ステージ楽しかった」 
・「ペタペタパネルは良い取り組みだと思う」 
・「写真展で感じるものがあった」 

出
店
者 

・「またぜひ出店のお声掛けをお願いします 
・「次はもっとイースターっぽい商品準備します」 
・「出店側なのにイベントを思いっきり楽しんじゃいました」 
・「空気感がよかった」 
・「スタッフの方が一生懸命で応援したくなりました、学生スタッフの気遣いもよかった」 

出
展
企
業 

・「なかなかこういうイベントに関わることが無いので楽しかった」 
・「またお声掛けください」 
・「普段はBtoBが多いので、BtoCの温度感が感じられる出展も良いなと思いました」 
・「子供達の笑顔や嬉しい言葉に泣きそうになりました」 



収支 

協賛金 

59% 出店料 

17% 

入場料 

12% 

雑収入 

4% 

助成金 

8% 

収入 

協賛金 

出店料 

入場料 

雑収入 

助成金 

会場費 

22% 

設営関連 

46% 

デザイン印

刷 

10% 

出演料 

5% 

その他 

17% 

支出 

会場費 

設営関連 

デザイン印刷 

出演料 

その他 

寄付35,000円 

収入：¥6,057,460 
支出 : ¥6,073,560 

▲¥16,100 *うさ耳販売で益城町に対して 



成果チェックリスト 

目的 目標値 成果 評価 備考 

益城を中心として多種多様な
人々に携わってもらう 

企業：10社以上 
マルシェ：50店舗以上 
大学：1大学以上 

企業：13社 
マルシェ：90店舗 
大学：3大学 

◎ 
産学官別け隔てなく関わって
もらう事が出来た 

多くの親子で復活祭を祝う 
 

5,000名 2,500名 

X 
事前の告知 
 

来場者に復活祭を楽しんでもら
う 

「楽しい！」などの声があ
がる事 

来場者より「楽しかっ
た！」の声が聞けた。 ○ 

「当日の声」を参照 

震災からの三年間をふりかえり
これからの糧とする 

ペタペタパネルの書き込
み数：100 

書き込み数：約250 

◎ 
震災当時と今を写真でふりかえ
り気づきを得る 

個々人からなにかのコメ
ントがでる事 

来場者より「感じる事
があった」などのコメン
トを頂いた。 

○ 
「当日の声」を参照 

実行委員の金銭的負担を抑え
る 

収支：▲¥100,000以内 収支：▲¥16,100 

○ 



今後のスケジュール 

7月 8月 9月 10月 11月 12月 

・協賛企業への報告 

・イベント振り返り 

・今後の展開についての検討 

・新実行委員募集 

・オルビス最終報告 

・活動開始 

イベントふりかえり完了後に現実行委員を一度解散し 
また次回の施策に向けてビジョンを策定後、新たに実行委員を募ります。
現在のところイベントに拘らない取り組みを実施予定です。 
 



寄付者へのメッセージ 

「震災関連の前向きなイベントをしたい」という想いで、今回本イベントを企画し 
3 年という節目で「復活していく熊本を喜び、祝う」そして「これから益々復活・発展させるた
めに自分に何ができるだろう」そんなことをふと立ち止まって考えられるような1 日にするべ
く、準備を進めてきました。 
  
 初めてのことだらけで、準備を進めていく中で何度も壁にぶつかり、その度に実行委員で
乗り越えてました。そして、たくさんの方々のご支援・ご協力のもと 
無事に4 月21 日を迎えることができました。 
 
当日「楽しみにしてました」と出店者さん、来場者さんから声をかけていただいたり、イベント
終了後も「またイースターしてください」と嬉しいお言葉もいただきました。 
 
 至らない点もたくさんあり反省点だらけの私たちでしたが、皆さんの言葉に何度も救われ
ました。 
 
たくさんの笑顔で溢れた一日、関わってくださった全ての皆さま、寄付者の皆さまに感謝申
し上げます。 
 
この度はご寄付いただき誠にありがとうございました。 
 
イースターパーティ実行委員一同 



オルビスくまもと未来基金 
２０１９年 活動中間報告⑧ 

団体名：ハロウィンマルシェ実行委員会 

代表名：中村 絵里加 



団体の活動紹介 
日々子育てに奮闘する毎日の中で、こども達がのびのびと楽しみ、自由に感性を育むことのできる 
〝環境〟の大切さを実感し、こども達に少しでも「元気・笑顔・希望」を与えられるものを 
発信したいという思いから、ハロウィンという季節のイベントを利用し、 
「こどもが主役のハロウィンマルシェ」という子ども支援活動を始めました。 
 
子ども達が成長し、大人になり、家族との日々を振り返った時に、 
こどハロで過ごした時間がずっと記憶に残るような思い出の１日となるイベントを目指しています。 
コンセプトは「ずっと思い出に残る家族との時間を。夢のような一日を」 

▼2018年度の様子 



活動報告１ 
安全面やスタッフによる来場者への気配りを徹底し、子ども支援活動を充実
させたいと考えております。オルビスくまもと未来基金様の助成のおかげで、
今年も下記内容を徹底することができることを心より感謝いたします。 

駐車場には警備員12名を

至る所に配置し、事故や

トラブル、交通渋滞の回

避を徹底する。 

  

開催後は、スタッフ全

員で会場内外のゴミ拾

いを徹底して行う。 

損害保険とイベント中

止保険に加担し、いか

なるリスクに備える。 

出店者には規約書を配布し、
イベントを開催する上での
注意事項などを記載し、同
意していただく。 

安全面 

 
 
・ 

動物を思いやる心を育てる。 

子ども支援活動 

ステージパフォーマンス 

発表力を磨く。 

ワークショップで 

好奇心と想像力を育む 

販売体験を通じて 

働くことの難しさを学ぶ 

 



活動報告２ 

【出店について】 

今年はあえて規模を縮小することで 
実行委員側の出店者の把握や 

より質の高いマルシェを目指す。 

【広報活動】 

モデル撮影会を終え、 
チラシ・ポスターを制作中。 

８月中旬に完成予定。 

【協賛依頼】 

７月後半から協賛依頼を開始 
９月末日まで依頼を 

呼びかける。 

【ボランティア】 

今年も高校生・大学生を 
募集する。去年より 
募集人数を増やす。 

【スタッフ】 

設営・撤去作業で必要な男手。 
今年は長洲町の青年部の 
方々にお力添えいただける 

事になりました。 

【キャラクター】 

こどハロマスコットを 
浸透させ、イベントに 
愛着をもってもらう。 

【会場装飾】 

来た人がワクワクするような 
演出にするため、 
会場装飾作りに励む 

【SNS】 

沢山の人に周知して 
もらえるように 

SNSの研究・対策をしている 



成果と今後の活動計画 
今後の活動については下記のとおりです。 

広報活動を開始 

・8月後半からチラシ・ 
 ポスターを配布 
 
・出店者にフライヤー 
 を郵送 
 
・新聞社・県民雑誌・ 
 県民テレビなどに 
 掲載を依頼 

お菓子のラッピング 

来場者に配布予定の
お菓子をハロウィン
使用にラッピング 
10月に協賛企業から
の商品を受け取るの
でそれからの作業と
なる。 

案内看板制作 

去年大好評だった 
案内看板。 
今年は更に看板の種
類を増やし、細かい
場所への配慮をする。 

書類提出 

後援許可申請や 
諸所書類を提出する 



株式会社オルビス様からの 
講評・アドバイス 



団体基盤強化サポート事業 
中間報告 



団体基盤強化サポート事業中間報告①（１月―３月） 







団体基盤強化サポート事業中間報告②（４月―６月） 







広報セミナー 

 
株式会社オルビス 

様 



交流会 
 
 



閉会 


