
この一年に感謝を込めて みんなで未来を創ろう！

「おもやいアワード2020」
日時:１２月19日（土）１３：３０～１７：００

オンライン開催
内容：第1部 この1年の活動報告・

第2部 「子どもたちに明るい未来を贈ろう！」
対談：コモンズ投信株式会社 会長 渋澤 健氏

肥後銀行 代表取締役頭取 笠原 慶久氏
くまもと未来創造基金専務理事 石原 靖也

主催：一般財団法人くまもと未来創造基金

参加費
無料

寄付月間公式認定企画



一般財団法人くまもと未来創造基金
• 2016年４月熊本地震 復興支援活動から準備会を経て

2017年4月財団設立

• 私たちが目指すもの
「みんなで熊本の未来を支え合う」

• そのために
①「地域の課題は地域で解決する」仕組み作り
②担い手の育成
③情報発信
④資源の確保
⑤地域を超えたネットワークの構築
⑤問題の可視化や政策提言

などに取り組んでいます。

震災にも耐えた熊本県民の心をも表現している石垣。
熊本の未来を託す強い土台を表現しました。

石垣に使っている５色は、この活動に関わる、さまざまな企
業や世代や年代や性別など多様な人たちを表しています。



【役員・構成】
【理事】
中山峰男（代表理事）崇城大学学長
石原靖也（専務理事）熊本いいくに県民発電所株式会社代表取締役
宮原美智子（理事ー市民活動サポート事業担当 ）

日本ファンドレイジング協会九州チャプター共同代表
三城賢士（理事ー寄付事業担当）一般社団法人 チーム熊本 代表
【監事】
松崎 武則 株式会社 近代経営株式会社 代表取締役
田中 裕司 田中ひろし法律事務所 代表
【評議員】
小野 友道 熊本機能病院宛 元熊本保健科学大学学長
副島 隆 お菓子の香梅 代表取締役会長
門垣 逸夫 熊本県法人会会長
清田 隆範 元公益財団法人 再春館一本の木財団 事務局長
宮尾 千加子 熊本県立美術館 館長



復興支援から始まったご支援・活動
●オルビスくまもと未来基金 オルビス株式会社

（総額1950万）
2017年～2020年
助成延べ 23団体
基盤強化伴走支援

●やおきん熊本復興
夢応援基金

・寄付付商品の開発
熊本復興応援
うまい棒
「10円（援）

のちから」

株式会社やおきん
（300万）

10円×600万本

2018年8月～2019年9月

個人・自治会・グループ団
体 10万・20万・30万

13団体助成＆
伴走支援

●九州北部豪雨災害 ブリッジ熊本（50万） 2018年 5団体助成

●Appleseed奨学金 450万円 2018年～(1人150万・3人)

●熊本豪雨災害
BRIDGEKUMAMOTO基金

20,291,973円 2020年
全国海外から約3,400人

●企業・団体 3,595,557円

●個人の方々 1,612,109円

これまでいただいたご支援 52,199,639円



この一年に感謝を込めて
みんなで未来を創ろう！

「おもやいアワード2020」

主催：一般財団法人くまもと未来創造基金

熊本・全国・海外から
温かいお気持ちとご支援をいただきました皆様へ



《流れ》
13:30開会
開会挨拶 …５分
13:40（第1部）活動報告 担当：宮原
１．「オルビスくまもと未来基金」2020年活動報告３団体

８分×３団体（25分）
（オルビス社からのコメント）5分

２．熊本豪雨災害支援「BRIDGEKUMAMOTO基金」報告（10分） 三城
（一般社団法人BRIDGEKUMAMOTOとの共同事業）

３．新型コロナウイルス対応感染緊急支援助成事業
（公益財団法人熊本YMCAとの共同事業）
その他：新型コロナウイルス感染子育て家庭・医療従事者応援プロジェクト・

熊本豪雨災害子ども・ママ応援プロジェクト・その他（10分） 宮原
４．「Appleseed奨学金」 （20分）
（公益財団法人 日本国際生活体験協会
米国モンタナ州政府駐日本代表事務所との連携事業）石原挨拶5分

第1期奨学生インタビュー（2人）（15分）

15:00 休憩 （10分）
15:10     第2部 「トークセッション」
17：00 終了



オルビスくまもと未来基金

一般財団法人くまもと未来創造基金
オルビス株式会社株式会社＆
株式会社LIFULL Social Funding
（一般財団法人JAPAN GIVING）
との3者による協働事業



これまで
2017年
6団体
助成総額 420万
・３０万4団体
・１００万

助成・団体サポート事業
・Wish happiness ・子どもの給食を考える会
・ローカルメデイア３・NGOマザー＆アース熊本
・熊本子育てサポーターズ
・ロハス南阿蘇たすけ合い

2018年
6団体
助成総額 450万
20万～100万

助成・団体運営基盤強化事業
・ハタラクママ・プロジェクト
・ハンズハンズ
・ハロウインマルシェ実行委員会
・よかあんばいジャパン・くまもと転入ママの会
・熊本大学災害ボランテイアサンフラワー

2019年
８団体
助成総額 400万
20万～７５万

助成・団体運営基盤強化事業
・子育てネットワーク縁側・ハンズハンズ
・HAPPYPARK実行委員（プロジェクト）
・ハロウインマルシェ実行委員会
・イースターパーテイー実行委員会
・益城こども農園・くまもと転入ママの会
・陽だまりの樹

2020年
3団体
・団体サポート
・研修

伴走型団体運営基盤強化事業
・ハンズハンズ
・子育てネットワーク縁側
・HAPPYPARKプロジェクト



１．「オルビスくまもと未来基金」
2020年伴走支援活動報告３団体

●2020年の活動について

《2020年活動報告3団体》

①子育てネットワーク縁側moyai

②HAPPYPARKプロジェクト

③嘉島こども食堂ハンズハンズ

各団体８分×３ （25分）

●オルビス社様からのコメント（5分）



子育てネットワーク
「縁側moyai」
2020活動報告
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子育てネットワーク「縁側moyai」とは

■ moyai＝「共同でひとつのことをする」

■ 子育てに日々奮闘するママ達をつなげ、孤立
した育児を防ぎ、ママ達を笑顔に！との想い
で設立

■ 「大丈夫！母ちゃんが笑顔でいればきっと全
てうまくいく！」「みんなですれば、つらさ
半減、楽しさ無限大！」を合言葉に活動中

■ 「ゆいまーる」という運営メンバー約70名で
様々な活動やプロジェクトを実施中
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コロナ感染拡大以前の主な活動

■ 子育てサークル活動（月平均5～6回）

■ 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

■ 災害支援ゆいまーる

■ 共同購入

■ お下がり服・育児グッズ譲渡会

■ 農業プロジェクト（収穫体験・収穫ボランティア）
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コロナ感染拡大後・・・
■ 外出自粛、在宅の家族が増えたことによる家事育児の負担

増によりストレスを抱える家庭が増えた

緊急事態宣言下の休校・休園、テレワークの増加などにより在宅する家族が
増えたことによる家事育児の負担増や外出自粛によりストレスを抱える家庭
が増加。
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こんな時だか
らこそ、ママ
たちの力にな

りたい。

■ リアル参加型のプロジェクトが開催できなくなった

感染予防の観点から、会場集合型のイベントやワークショップ、特に食に
関するプリジェクトの開催が難しい状況に。

ｍoyaiにでき
ることって
なんだろ
う？？



コロナ禍の今できること

2020年の活動
『共に支え合う』

3つの柱
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①ママもお店も笑顔に！
「みんなで支え合おう！共同購入」
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コロナ感染拡大に伴う自粛により売り上げが低迷する店舗。家族の食事
の負担が増えるママ。お互いが笑顔になれるプロジェクトがみんなで支
え合おう！共同購入」プロジェクトです。
延べ34店舗の共同購入を実施し、延べ737人のmoyai仲間が利用しまし
た。結果総売上額が2,557,840円に！



②「他人ごと」ではなく
「自分ごと」の災害支援
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7月に熊本県南部の球磨川流域を中心に発生した集中豪雨で被災した地域を、ママ
の視点から災害支援。
芦北・人吉・坂本の三拠点にある保育園や子供の居場所づくり・学習支援を行う
活動団体を通して、子どもにとって必要なもの、子育て世帯にとって必要なもの
に特化した支援を展開。



コロナに負けない！形を変えて活動再開
『オンライン併用』と『ibasho』の発足
活動自粛が続く中で、コロナ自粛でストレスや不安を抱える子供やママの
ために活動を再開させたい。そこで、まず、オンラインで活動を再開。し
かし、こんな時だからこそ、人とのふれあいも必要、でも、会場参加型だ
と少人数しか受け入れられない。そんな問題を解決するために、熊本市各
区に拠点を設け、各拠点をサテライト化しオンラインを併用することで、
コロナ禍にあってもより多くのmoyai仲間をつなぐことができるようにな
りました。区ごとなので近隣のママ同士が交流しやすくなりました。

また、特に感染対策が必要な食に関する活動『お裾分けゆいまーる』
『縁側moyai食堂ぐるり』は、『ibasyo』として生まれ変わり活動を再
開。昼食を囲んで楽しく歓談し、ほっと一息くつろげるママたちの居場所
は、参加者も調理するボランティアもコンパクトながら、時間にも空間に
もゆとりがあるプロジェクトとして生まれ変わりました。
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◆1/8 冬休みお助け企画『縁側moyai食堂ぐるり』＠フラットスクエア

◆1/17『産後ケア・バランスボールmoyai』

◆1/24&26『味噌作りmoyai』

◆1/30『カカオから作るチョコレートmoyai』

◆2/5(水）【お話会moyai～臨床心理士ママを囲んで～】

◆2/12(水）【パステルアートmoyai】

◆2/20(木）「お裾分けゆいまーる」

◆2/21【入学準備moyai（特別編）～うちの子、普通クラスで大丈夫？～】

◆2/23(日)『夜moyai（和）～新年会special～』

◆2/29(土)【みんなで支え合おう！第1弾～tutti～】

◆3/4(水)【みんなで支え合おう！第２弾～ハナウタカジツ～】

◆3/6(金)【第１回オンラインmoyai】テーマ：毎日どう過ごしていますか？

◆3/7(土)【みんなで支え合おう！第３弾～黒がらかぶ料理専門店「美食みやじ」」～】

◆3/13(金)【みんなで支え合おう！第４弾～こだわり家 Kitchen Lab 無垢-muku-～】

◆3/19(木)【第2回オンラインmoyai】テーマ：SDGｓって何？親子で学んでみよう♪

◆3/19(木)【初めてのzoom講座】

◆3/21(土)【みんなで支え合おう！第５弾～トレステッレ～（イタリアン）】

◆3/21(土)【みんなで支え合おう！第６弾～ピカソ～（フレンチ）】

～2020年の活動実績～
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◆4/19【みんなで支え合おう！第10弾～ピッツェリア「ダ ロッコ」～】

◆4/19【みんなで支え合おう！第11弾～『川上酒店』～】

◆4/19【オンライン夜moyai～第２弾～】

◆4/22【オンラインmoyai第5弾】「わらべうたの会」◆4/25【みんなで支え合おう！第12弾～「ワイン食堂
トキワ」「ワインショップQuruto」～】

◆4/28【オンラインmoyai第6弾】「世界をのぞいてみよう♪ ～タイってどんなとこ？タイ在住ママ対談～」

◆5/2【みんなで支え合おう！第13弾～Curry & Asian Cafe INDIGO（インディゴ）～】

◆5/2【みんなで支え合おう！第14弾～「菓舗 松陽軒」】

◆5/2【みんなで支え合おう！第15弾～「島田忍さんによるフラワーアレンジメント」～】

◆5/8【オンラインmoyai第7弾「ウクレレ♪ ミニライブ」】

◆5/6〆切⇒5/9実施

【みんなで支え合おう！第16弾～「野菜串巻き 仁音」「徳永酒店」～】

◆5/10〆切⇒5/16頃～お渡し予定【伝統工芸品・高瀬絞りのマスク】

◆5/14【オンラインmoyai #8～おむつなし育児を楽しもう～】

◆5/15【オンラインmoyai #9 ～おやつの悩み語ろう会～】

◆5/15～17【みんなで支え合おう！第17弾～「鮨処葵」&「醸音- kamone-」～】

◆5/16【オンラインmoyai #10～甘夏ジャム作り～】

◆5/19・5/26【オンラインmoyai #11～あそびのプロ！りっちゃん&キョンちゃんとあそぼう♪～

◆5/22【オンラインmoyai #12～親から子に伝える性教育～】

◆5/23【みんなで支え合おう！第18弾～「酒湊」＆「森からし蓮根」＆「木村屋酒店」～】



◆5/23【みんなで支え合おう！第19弾～「カジュエル ランコントル」 ～】

◆5/28【オンラインmoyai #14～今こそお片付け！～】

◆【縁側moyaiお下がり服譲渡会2020春夏】

◆5/29【オンラインmoyai #13～産後ママの9割が知らない下着選びレッスン～】

◆5/29【オンラインmoyai #15 ～お食事マフィンと長～いリンゴグミを作ってみよう♪～】

◆5/31【みんなで支え合おう！第20弾～『松屋本館』&『川上酒店』～】

◆6/2〆切【みんなで支え合おう！第21弾～給食で余ったサラ玉ちゃん～】

◆6/5【オンラインmoyai #16～「みんなのばぁば」に教わる手しごとmoyai～】

◆6/7【みんなで支え合おう！第22弾～「ぎょうざ屋ちゃおず」＆「黒亭」＆「たちばな酒店」～】

◆6/8 【moyai共同購入2020年6月～北新地メークイン～】

◆6/14【みんなで支え合おう！第23弾～「Voyager」】

◆6/18【オンラインmoyai #17「ウンコmoyai～ウンコとヨーコの大冒険～ウンコについて知ってみよう、ウ
ンコ姿勢もやってみよう～」】

◆6/20【みんなで支え合おう！第24弾～『sakuraki 4URS coffee』～】

◆7/2【オンラインmoyai#18～骨盤エクササイズmoyai～】

◆7/11～12【みんなで支え合おう！第25弾（最終回）～「O'gozzo（オゴッツォ）」＆「徳永酒店」～】

◆7/23～【釜さんの未来へつなぐ奇跡のかぼちゃ】

◆【みんなで支え合おう！第26弾～オオヤブデイリーファーム絶品ヨーグルト～】

◆【「令和2年7月豪雨」被災地支援～『ママと子どもを笑顔に♪ 』プロジェクト～】
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◆8/1〆切【メゾン・ド・キタガワ／復興支援スイーツ第一弾！～Chocolat Yell～】

◆8/2(日)【小松菜収穫ボランティア】

◆8/19〆切【メゾン・ド・キタガワ／復興支援スイーツ第二弾！～球磨BON～】

◆8/21(金)【オンライン☆サイエンスmoyai～レモン大解剖～】

◆8/17 or 26【オンライン☆お店屋さんで遊ぼうmoyai】

◆8/24【オンライン☆クッキングmoyai～子どもと楽しむパンケーキアート～】

◆ 8/30〆切【moyai共同購入～おのの米こまち の こだわり玄米粉パンケーキMIX～】

◆8/30、9/4【縁側moyai★チャリティフリマ】

◆9/10〆切【ニコニコうちわmoyaiプロジェクト】

◆9/14〆切【メゾン・ド・キタガワ／復興支援スイーツ第三弾！～熊本宝箱「ベジサブレ」～】

◆9/18-19【みんなで支え合おう！第27弾～お家でお手軽！BBQ用お肉セット～】

◆9/16【スクラップブッキングmoyai～敬老の日に向けてミニアルバム作り～】

◆9/22【川岳保育園支援！木製椅子の作成moyai】

◆9/30【季節行事を教わろう～お月見団子moyai～】

◆10/7【縁側moyai食堂ぐるり～ibasho～】

◆10/9【入園準備moyai】

◆ 【縁側moyaiお下がり服譲渡会2020秋冬】

◆10/10【みんなの畑moyai★菌ちゃん土作り①】

◆10/11【芋掘りmoyai】
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◆【moyai芋2020共同購入】

◆10/16【moyai縁側開放～ibasho～】

◆10/20【産後&マタニティママのお話会moyai】

◆10/25【秋の龍門ダム湖畔で『デイキャンプ』♪～椎茸収穫体験moyai～】

◆10/28 【おむつなし育児座談会moyai】

◆10/30【ハロウィンmoyai】

◆【moyai共同購入～2020年10月～】

◆11/5【みんなの畑／冬野菜苗植え】

◆11/7【はあもにいフェスタ】

◆11/7【オードブル共同購入第１弾～「郷土・海鮮 肥後の陣屋」～】

◆11/13【教えて！moyai～「今更聞けないGOTOキャンペーンの基本」～】

◆11/14【産後&マタニティママのお話会moyai】

◆11/15【中山農園でみかん狩りmoyai】

◆11/19【縁側開放moyai～ibasho～】

◆11/23【立田山 森林散策moyai】

◆moyai米販売

◆12/4【縁側開放moyai～ibasho～】

◆12/5～【moyai共同購入～シュトーレン♪～】

◆12/13【X'mas Colorful Live moyai Vol.3】（※オンライン配信）

年間活動107以上開催
22
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１月２８日 研修

11月6日 オンライン研修

11月20日 ロジックモデル作成

研修でのヒアリングや
ロジックモデルで活動の
目的を再確認

研修を通して、活動の目的を共通認識とし
て再確認し、現状の課題や目的の論点を整
理し、最終的なビジョンと手段を可視化す
ることができた。

運営メンバーで話し合いを重ねる中で、
コロナ禍でもできる活動、コロナ禍だから
こそ必要な活動、moyaiだからこそできる
支援のかたちなどが浮き彫りになった。

話し合って
見えてきた

もの
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縁側moyaiが目指
す最終アウトカム

は



今後の課題
■ 運営基盤の強化

人材の確保（専門的技術・知識、リー
ダーシップ）
ガバナンスの強化

■ ネットワーク環境の整備
IT機器の整備
web発信力の強化

■ 地域ネットワーク構築
行政
企業
地域住民

25
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HAPPY PARK プロジェクト

2020年事業報告書



HAPPY PARKプロジェクトの活動の背景

いろんな特技を持つ人の能力を発揮する場がない

特技を必要とする人が出会う場がない

特技を持つ人孤立してつながれる場がない

わくわくして社会とつながれる場が少ない

フリーランスが増え、場が必要

子育て中の大人の声を届ける場がない

オンラインでも場が必要

取り組んでいる社会課題

2019年の実績

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」

HAPPY PARK
~街中×子育て×遊園地

~vol.2
日程：2019年11月30日(土)、12月1日(日) 

時間：10:00 - 17:00

場所：サンロード新市街アーケードと辛島公園

「子どもの笑顔で 人も街もHAPPY」

来場者数１日で約1万人 来場者数2日で約3万人 ※その他小規模マルシェ2回開催



益城子ども農園プロジェクトさんより、
益城町で生まれた子どもたちに贈るファーストにぎにぎの制作の依頼

2020年の活動：「ファーストにぎにぎ」デザイン委託

①出店者の中からファーストにぎにぎの
デザイン案を募集（2019年末）

⇓
②エントリー頂いた案を年明けに先方に

見て頂き
⇓

③先方が決定された方には１月中にサン
プルを制作頂く

⇓
④サンプルが完成したら、仮設住宅にお
住まいの方を中心に縫製制作される。

⇓
⑤謝礼がデザイン考案者に支払われる

デザイン委託の流れ
◯益城子ども農園プロジェクトさんが

益城町で育てた綿（わた）を使って制作

◯益城町で生まれたすべての赤ちゃんに

配られる計画。（約年間300人）

（新型コロナの影響で計画は遅れている）

◯HAPPY PARKマルシェに出店経験のある

作家さん3名がデザイン案をエントリー



2020年1月29日 大西一史熊本市長と面談

2020年3月11日
「一斉休校子育てママ・パパたちの声アンケート」

熊本市に集計結果報告と意見交換

この時は熊本城ホール、または、白川公園で

HAPPY PARKを開催できるか模索していた

新型コロナ発生で中断

2020年3月12日
熊本日日新聞朝刊に記事掲載

ホームページで
集計結果を公開中

（短期間で600件の声を集計）

2020年の活動：「声を届ける」



◯開催日程 5/13(水)、 16(土) 、 20(水) 、23(土) 、 27(水) 、 30 (土)
◯価格 子ども用 / 350円 大人用（飲食店製日替り） / 500円
◯受取り場所 （田迎西校区）

①田迎公民館
②田迎西地域コミュニティーセンター

◯受取り時間 11:30～12:00
（分散登校があった27日（水）のみ、12:30まで）

子ども用提供数 大人用提供数

5/13(水) 61 21

5/16(土) 46 32

5/20(水) 61 20

5/23(土) 48 28

5/27(水) 63 27

5/30(土) 60 32

合計 339 160

2020年の活動：「給食ランチ」

コロナ休校中の親子のお昼ご飯サポートの必要性

３食のうち、１食だけでも親子にほっとして欲しい



2020年の活動：「給食ランチ」

◯調理担当 まつや食堂様

◯作業場所 おやこカフェHimawari様

◯提供場所 田迎西校区自治会様

◯食材提供

熊本大同青果様

子出藤農園様

JA女性部様

元住まい工房様

フードバンク様

合同会社いたふ様

◯衛生消毒用品提供
ロハス南阿蘇様

★ご寄付・協賛くださった個人の
方々にも心から感謝申し上げます。

広報実績
• 5/13 18:15～ KKTニュース特集
• 5/13 18:00～ KABニュース特集
• 5/14熊本日日新聞朝刊掲載

• SNSを使った情報発信



◯開催日程 7/8(水)、7/21(火)

◯開催場所 アラセンハウス熊本南店（熊本市南区）

◯出店者数 7/8(水)：12店 7/21(火)：19店

◯来場者数 7/8(水)：27名 7/21(火)：59名

◯豪雨災害募金箱設置 集まった金額 10,000円

寄付先：佐敷街道佐敷宿 交流会館 桝屋様 5000円
一般社団法人 ロハス南阿蘇たすけあい様

4900円（振込手数料100円）

2020年の活動：「おうちマルシェin アラセンハウス」



2020年の活動：コラボマルシェ in イオン大牟田店

【日 程】 2020年11月22日（日）

【時 間】 10:00～15:00

【場 所】 1F ありあけコート

【出 店】 ４店舗

【ステージ】メイクアップとカラーコーディネート
のショー

FMたんと秋フェス内でのマルシェコーディネートを依頼されての開催



2020年イベントが開催できない中で気がついたこと

私たちの

得意なこと

◯わくわく感！

◯自分もやりたい！

◯癒されて欲しい！

◯家族みんなが楽しめる

◯出会いやつながり

◯幅広いニーズ（困り事）

に応えられる

◯基本はリアル開催したい！

◯来場者に味わって欲しいのは、

何よりも、人のつながりに恵まれている!！

◯ニーズ調査（声を届ける活動）

◯新規サービスのコーディネート

（給食ランチ実施のためのコーディネート）

◯コラボHAPPY PARK

◯子育て層向け情報発信力

◯新商品開発

イベントで大切

にしたいこと

心が満たされること



ステークホルダーとの関係

企業・行政

出店者

・ママ作家
・個人事業主
・フリーランス
・学生

A1:・特技・能力・サービスを発表OK
・ワクワクや癒しの提供OK
・新規顧客開拓OK
・顔の見えるコミュニケーションOK

A2:・ワクワクや癒しとの出会い・体験OK
・困りごと解決OK
・多様なコミュニティと出会い孤立感解消OK

A3:・横のつながりができるOK

A1

A2

・協賛企業
・子育て担当課
・まちづくり担当課
・今後、地域振興課

一般市民
・ファミリー層
(主に子育て世代)
・０歳〜60代の

男女（学生はこちらにも？）

B1 B2

B1:・企業や行政（又は担当課）と出会い、
コミュニケーションが取れるOK

・熊本の企業を知ることができるOK
B2:・サービスや商品を広報・宣伝し

体験してもらえるOK
・新規顧客開拓OK
・人材開拓（学生さんとか。会員制？）

C1

C2

C1:・人材開拓
・ターゲット層を顧客に持つ

事業主とつながれる
C2:・企業や行政（又は担当課）と出会い、

連携して新規事業創出の可能性

HAPPY 
PARK

D1 D2

E2
E1

F2

F1

D1:・場の提供OK
・オンラインの場の提供
・連携のお手伝い

D2:・出店OK
・出店者の声を集めるOK

E1:・ワクワク・満たされる・出会いOK
・給食ランチなど、要求に応じ

たサービス創造と提供OK
E2:・市民の声を集めるOK

・HAPPYな循環の場をボランティア
や寄付で支える、参加する一部OK
(活躍の場があってワクワク参加)

F1:・協賛、支援、後援、共催、協力OK
F2:・場の提供OK ・まちづくりOK

・新規事業の提案OK？
（小規模マルシェの商品化など）
・連携のお手伝い
・人材紹介
・出店者や市民の
声を届けるOK

OK：既にできてる部分（結構ある！）

A3



資 源 活 動 直接の結果 初期成果 中期成果 長期成果

ヒ ト

モ ノ

情 報

カ ネ

「心が満たされる場を創ることでHAPPYの循環が生まれる」

街中
HAPPY PARK
（2019年2回）

おうちマルシェ
（小規模マルシェ）

☆商品開発
マーケティング

オンライン
HAPPY PARK

（検討中）

☆コラボ
HAPPY PARK
（2020年～）

☆
HAPPY PARK開催で
得たノウハウを発信

HAPPY PARK開催に
より
・出店者約100店舗
×◯回/年
・協力企業・団体30
団体×◯回/年
・来場者1−3万人
クラファンなどの実
施で繋がれる市民
300人×◯回/年

出店者、企業・行
政、一般市民のネッ
トワークが「資源」
となる

外部からの依頼によ
るHAPPY PARK開催
◯回/年

子育て層に向けた
SNS講座、マルシェ
コーディネート講座
開催など

ファーストにぎにぎ
給食ランチ・

声を届ける活動

・出店者の自信
・出店者の横のつな
がりや安心感
・出店者の顧客獲
得、売上UP
・協力企業の顧客獲
得、売上UP
・街の賑わいづくり
・来場者の家族の思
い出づくり
・来場者の困り事の
解決
・来場者のやる気や
自己肯定感UP
・メンバーの経験値
UP

メンバーの自信・
モチベーションUP

HAPPY PARKの
認知度UP

主に子育て世代
や女性のニーズ

把握

出店者ネットワーク・
開催場所の広がり

イベントとしてのブラ
ンド化

憧れ・目標となる
市民の参加したい

気持ちUP

個人としてもフリーラ
ンスとして自信・居場

所・仲間がいる

フリーランスでもどん
な働き方でも孤立しな

い社会になる

参加する人の満足UP
でサポーター増員

企業や行政のターゲッ
トとのコミュニケー
ションが容易になる

ニーズに基づい
た新商品・新

サービス開発が
行われる

心が満たされる場
を創ることで

HAPPYの循環が
生まれる

人材としての個人
や出店者が社会に

認められる

提言・協働・委託
事業（まちづくり
や子育て支援）が
行われるようにな

る

ニーズに応える新
たな商品やサービ
スが生まれやすい

環境になる

サポーターからメ
ンバーになりどん
どん社会で活躍す

る

たくさんの市民が
参加して支えても
らうイベントが定

期開催される

・出店者のネット
ワーク
・企業・行政のネッ
トワーク
・一般市民のネット
ワーク
・協力者の繋がり
ママ友、専門知識の
ある人、マスコミ関
連、オルビス助成
ファミリー
・団体スタッフ

・出店料（会費に近い）

・協賛金
・助成金など
・寄附金

・人の繋がりで得る
情報
・研修での学び

・ミーティング場所

☆の部分を2021年事業として実施しながら、コロナの状況を見て、街中HAPPY PARKの準備をする



HAPPYの循環をもっと広げるために

ノウハウ

発信

ブランド化

事業・財源

組織強化

◯ノウハウを一般化して発信

→他地域の人でも同じコンセプトで

運営可能

◯イベントのクオリティ

「わくわくできる、

幅広いニーズに応えられる、

家族みんなが楽しめる」を死守

→ブランド化

◯持続可能な運営・発信のために

・事業強化：イベントだけでなく、オンラインハピパ、

新規事業（コラボマルシェなど）提案、人材紹介などにトライ

・財源強化：助成金、事業収益（協賛）だけでなく、

支えてもらう仲間と寄付の仕組みづくり

・組織強化：一般化されたノウハウを使って、わくわく参加して

もらいやすい仕組みづくり。



2020年収支報告

2021年は、働きかた改革やリモートワークが進み、

ますます増えていくであろうフリーランスで働く全ての人が

その素晴らしい技術を発揮できる場、その技術を必要とする

人とつながれる場、また、子どもからお年寄りまで幅広い

年代の人がワクワクできる場として、多くの企業・団体・

市民に支えられながら成長して参ります。

今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。

2020年収入（341,750円） 2020年支出（306,650円）



オルビスくまもと未来基金
2020年 伴走支援事業

活動報告

団体名 ハンズハンズ

代表者名 穴井 智子

広報担当 藤田 麻美

（嘉島町子ども・地域食堂 だんだん食堂）



団体について

• 2017年6月～スタート 来年、5年目に入ります。

2017年1月と4月に2回被災者に食事提供。

• 第4月曜日固定で「夕ごはん」第2土曜日固定で「朝ごはん」。

• 今年はコロナ禍で、

お弁当配布やパントリー

実施で継続中。

• スタッフ登録者数

12月現在、32名。

• ひとり親家庭利用者数

2019年11月 8名

→2020年12月 39名



2020年コロナ感染の中での活動

①ヒト、モノ、カネ

強み：すべて民間主導、場所、資金

弱み：スタッフの確保

②感染症対策

消毒

マスク着用

検温

③お弁当配布→利用者数増加

理由：テイクアウトの手軽さ



2020年コロナ感染の中での活動

お弁当配布 → 利用者数増加

理由：テイクアウトの手軽さ

からか？

熊本日日新聞2020年3月11日
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利用者・スタッフ数の推移

大人 子ども・赤ちゃん含む スタッフ



2020年コロナ感染の中での活動

子ども見守りの活動について

2月～4月初め頃まで（3月初一斉休校期間含む）

積極的に外遊び取入れ
（熊本市東区江津湖）

手作りマスクづくり
針と糸を持ち一生懸命



2020年コロナ感染の中での活動

地元嘉島町で「畑作業の体験」種まき・収穫 3月～6月

地域に住むご年配者との交流

畑に行く前に、
おにぎりづくり。

お母さん達も
話がはずみま

した。



2020年コロナ感染の中での活動

学校との連携（嘉島西小学校学童保育所おおくす）3月初め休校～

先生との状況共有、地元NPO法人との連携

手作りカレーの日、
ドーナツの日、
おにぎりの日など

に協力。

お礼の感謝状を受
取りました。



2020年コロナ感染の中での活動

災害支援について

7月熊本県南部豪雨災害の際、物資収集を呼びかける。子ども、お
年寄り服、学校に必要な物品等多く集まる → 被災地へ。

一般社団法人熊本県
子ども食堂ネットワーク

立ち上げ！

○子ども、地域食堂おうち食堂
竹ちゃんち

○はなえみ食堂
○こどもキッチンブルービー

○yellつながるカフェ
○尾ノ上コミニティ食堂陽だま

りの樹
○ひのくにスマイル食堂

○わがや食堂

子ども食堂の仲間との繋がりや
ありがたさを実感。



2020年コロナ感染の中での活動

災害支援について

被災地における炊き出し支援の実施。

発災より、12月まで16回程。
（一般社団法人熊本県子ども食堂ネットワークとの連携）

スタッフ同士、
また、他の食堂メ
ンバーとの繋がり
拡がりの輪も！



2020年コロナ感染の中での活動

『みんなのお祭り』実施

利用者、食堂関係者、

地域が協力して一体に。
500円分の金券
は、子どもたち
がお金の価値を
学ぶ機会に。



「With＆afterコロナ時代の活動を考える」
これからの活動を考える研修

• ロジックモデルに

ついて、当初は書けな

かった事が書けるよう

になった。

• コロナ禍で先が見え

ず目標が立てにくい。

民間の強み、柔軟性を持って実施できている。

今年の活動実績をばねに、地域の繋がりをより強化して
いきたい。



研修を通して、
これからの活動について

• お隣の校区となる嘉島東小学校校区において、

これまでに数回「出張食堂」を実施。

お隣の東校区にも「子ども食堂」の必要性を実感している。



研修を通して、
これからの活動について

• 来年5年目に突入。食堂名の変更を検討中。

「地域・子ども食堂 だんだん食堂」

コロナ禍、災害が続く中で、拠り所としての機能を

再確認。

また、助成金（朝日新聞厚生文化事業団様）で、備えとして

発電機を購入。活かして行きたい。

・課題：スタッフの確保。

嘉島町地域の60代～のチカラを探したい。



２．熊本豪雨災害支援
「BRIDGEKUMAMOTO基金」報告
（一般社団法人BRIDGEKUMAMOTOとの共同事業）

熊本地震の経験を生かす
（コロナ感染の中、県外
からの支援ができない）
●災害発生7月4日夜準備

7月5日から募集開始

●募金サイト13,657,465円
口座振り込み6,634,208円
合計 20,291,973円

●全国海外から3500名を超え

る支援



第1期（7/9-12募集）7月末助成
１．2020九州南部豪雨@チーム大学生（仮）
２．一般社団法人ロハス南阿蘇たすけあい
３．キャンナス熊本
４．一般社団法人熊本支援チーム
５．Team IBUKURO
６．ボランティア団体ＡＳＡＧＩＲＩ
７．レスキューアシスト熊本
８．NPO法人九州災害復興支援リーダーズサ
ミット
８．有限会社 岩崎組
10.薮内
11．ラフティング会社Reborn（リボーン）
12．災害ボランティア九州・仁
13．一般社団法人RQ災害教育センターRQ九州
人吉球磨災害支援ネットワーク
14．NPO法人球磨川アドベンチャーズやつし
ろ
15．株式会社竹組
16．くまもと友救の会
17．NPO法人MAKE HAPPY
18．ここのわ
19．水俣芦北広域地域団体やまびこ
20．TAKE ACTION ASHIKITA 
21．一般社団法人震災復興支援協会つながり
22．一般社団法人トラックセッション



第2期（8/12-20募集）8月末助成

１熊の恩返しプロジェクト
２災害救援 レスキューアシスト熊本
３ granmoccoグランモッコ
４熊本支援チーム
５台所 OMUSUBI
６ ロハス南阿蘇たすけあい
７ Team Ozaki
８ Npo法人ブルートレイン・カンパニー
９ドラゴントレイル
１０ team menjuin
１１ 有限会社ランドアース
１２＠やっちろ保健
さかもと話し和い
→やっちろ保健室運営協議会
１３チームやまびこ
１４make happy
１５東無田復興委員会
１６ NPO 法人スポーツクラブ・エスペラ
ンサ熊本
１７球磨村復興協力隊
１８ NPO 法人 ITAL
１９ チーム GEN
２０岩崎組
２１熊の恩返し



③副業プロジェクト
（初期費用200万として）

・コロナ感染拡大による人手不足の解消

・支援が届きにくい災害復旧活動を支援

・水害や新型コロナウイルス感染症の影
響によって仕事ができない方々の、生活
再建の足掛かりとして、副業として復旧
作業に携わっていただくため

（1人5,000円）

■活動延べ人数 球磨地域 414名

坂本地域 388名

■活動内容

泥だし、資材運び出し、天井はぎ、壁はぎ、
床はぎ、災害ゴミ分別

台風対策・台風対策後の片づけ・今村公民館
の床剥ぎ、石膏ボードの運搬、廃棄

■寄付総額4,928,929円



緊急暖房器具応援（200万）11月～12月

• 地域で活動している
団体に協力を依頼

• 被災者の声を聴く！

• 坂本町・人吉36世帯

• 人吉・球磨地域（120
世帯）

浸水被害：3,300世帯



④活動報告会12/12

【出された課題】
①現在のニーズと思いに資金が追い付
かない
②マンパワー（情報発信・助成金申請
したいが余裕がないなど）
③ネットワーク・連携の必要性（復旧
現場活動がバラバラ）
④コロナ感染による活動の制限
熊本豪雨からまだ半年
コロナ感染の影響もあり、熊本地震の
時のように、豪雨災害向けの資金援助
や学びの場が圧倒的に少ないのが現状
広範囲な水害被害の状況からすると、
まだまだ継続した支援が必要！



⑤継続した支援活動のための助成金



３．休眠預金等活用・新型コロナウ
イルス対応感染緊急支援助成事業
（公益財団法人熊本YMCAとの協働連携事業）



この非常
事態の中
で、財団
ができる
ことは何
なのか？

コロナ禍で対
応に苦慮して
いる市民を支
える活動や組
織の方々と一
緒に声を上げ
ていくことに

賛同100団体：分野を超えて一緒に動くことに意味
があると思っています。このような連携は初めて
のことです。



熊本ＹＭＣＡ



ＹＭＣＡは世界120の国と地域で
6500万人が活動を行う

世界最大規模の青少年育成団体



ポジティブネットのある豊かな社会の創造
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・教育事業 ・青少年育成
・心と身体の健康 ・災害支援
・国際協力 ・地域課題の解決



ポジティブネットのある豊かな社会の創造

64



全国のYMCAで募金活動が行なわれます。

みつかる。つながる。よくなってい
く。



渋沢栄一氏とギューリック氏の

日米人形交流を今も引き継ぐ。

©YMCA JAPAN. All Rights Reserved.

平和な世界を構築していく組織



子どもが、
未来を創る。



●事前説明会・個別相談会
（8月20日～26日）5回実施
参加団体 37団体

●申請団体（17団体）
（8月31日まで）
●第1次書類審査（9月3日）
●ブラッシュアップ研修
（9月12日（土））
●最終審査会
（9月19日（土））
●年4回の集合研修
●毎月のフォローアップ・
伴走支援

7団体



熊本地震からの支援活動の経験を生かした

団体に寄り添った「伴走型支援」



①コロナ禍の中・経済的に困難な状態にある子ども支援



②コロナ禍の中困難な状態にある子ども・若者



③コロナ禍の中、困難な状態にある若者



④障害者の働く場づくり



⑤障害者の働く場づくり



⑥コロナ禍の中、障害者の働く場づくり



⑦コロナ禍の中、障害者の働く場づくり



想いをつなぐ：現場のニーズや課題の沿った迅速な支援

①新型コロナウイルス感染
子育て家庭応援プロジェクト

2月「フードロス」×「子ども食堂」100世帯（１万円）

3月「オルビス社」×「子育てママ」220人分

4月「フェアトレードチョコ」×「ひとり親家庭」

100世帯（5万円）

7月アロマストーン（障害者作業所）×子育てママ100人

②医療従事者応援プロジェクト
6月「飲食店」×「医療従事者」20日間100食（5万円）

7月「障害者作業所」×「医療従事者」450食（6万円）

③熊本豪雨災害子ども・ママ応援プロジェクト
12月「子育てママ」×リコージャパン株式会社（3月まで）30万円

④支援活動団体サポート
9月「次世代のためにがんばろ会」(5万円)

10月「くまもと転入ママの会」（5万円）



４．「Appleseed奨学金」（2018年～）

●本財団内に特別基金として、「Appleseed 奨学金」を創設

高校生留学プログラム参加費用相当額の奨学金を、返済義務のない給付型で
支給することで、県内の高校生が広く海外に視野を向け、グローバルに活躍
をし、社会の発展に寄与することを目的としています。

（協力団体）

米国モンタナ州政府駐在日本代表事務所

公益財団法人日本国際生活体験協会

第1回奨学生
・県立第一高校3年生 堤あみさん、
・専修大学玉名高校2年生 永瀬友
さんの二名が最終選考を経て選抜さ
れました。
帰国（コロナ感染拡大のため予定よ
り早期帰国）

石原靖也専務理事の奥様の
想いを生かす遺贈寄付から

始まった
給付型「Appleseed奨学金」

一人約150万円



未来にはばたく高校生へご寄付いた
だきました！（第2期）2020年9月

●第2期
高校生への奨学金贈呈式と
財団より「平田様」へ感謝

状を贈呈しました。
●第3期(候補者決定）



第1期奨学生へのインタビュー
（2020年8月30日報告会）

堤 あみ さん 永瀬 友 さん



堤 あみさんからの
メッセージ

初めまして、堤あみです。この度、くまもと未来創造基金の
イベントに参加できないことを心からお詫びいたします。

昨年、くまもと未来創造基金の助力のおかげで、念願の留学
が叶いました。このことに深く感謝いたします。

留学先のモンタナでは、多くの人から人生が変わるほどの教
訓を学びました。それは、自分の考えを表現することと相手
の考えを聞き入れることの大切さです。留学から日本に戻っ
た時に、進路について深く考えました。コロナの大変な時で
も、私の個性を思う存分に発揮できるような大学に入学した
かったのですが、残念ながら、多くの大学の授業はオンライ
ンで行われています。コロナが落ち着いてから大学に入ろう
と考えていた頃に、仕事の話が来ました。留学の前に行く私
は、一度決断したことを曲げない性格で、仕事の内容を聞か
ないまま断ったでしょう。この仕事の話を聞いたら、私の個
性を発揮できる場所だと思い、働こうと思いっきり決断しま
した。今はこの仕事にやりがいを感じながら楽しくやってい
ます。くまもと未来創造基金のおかげです

より多くの熊本県の高校生がくまもと未来創造基金に出会い、
留学を経験し、人生が変わることを願っています。



永瀬友さんへの
インタビュー

①自己紹介・

留学に応募した理由

②留学の様子

③留学しての感想

④将来の抱負・メッセージ

など



休憩（10分）



第2部（トークセッション） （90分）
15:10 セッション「子どもたちに明るい未来を送ろう」
登壇者：コモンズ投信株式会社会長 渋澤 健氏

肥後銀行代表取締役頭取 笠原 慶久氏
くまもと未来創造基金専務理事 石原 靖也

①自己紹介・事業概要【30分】
渋澤氏 ・笠原氏 ・石原氏

② トークセッション【30分】
（内容）●コロナ禍から見る・「with/afterコロナ」これからの社会について

（渋澤氏・笠原氏）
●SDGS めざす姿（渋澤氏・笠原氏）

地方銀行の未来・在り方 （笠原氏）
●投資・寄付（「論語とそろばん」-渋澤栄一氏から）（渋澤氏）
●高校生留学給付型奨学金（石原氏）

③「子どもたちに明るい未来を」【30分】
（質疑応答）チャットを利用して
最後 それぞれからメッセージ



「みんなで未来を創ろう！」
1592チャレンジ基金 について



●チャレンジ1592”は想いから始まる寄付集め
です
●集まった「志金」は、3つの活動（復興・地域
活動支援・子ども女性若者）へ助成いたします。



未来を担う次世代学生を支援する事業
高校生給付型奨学金にご支援を！

• 熊本モンタナ高校生留学奨学金―本事業を実施す

るに当たり、本財団内に特別基金として、
「Appleseed 奨学金」を創設。

• 高校生留学プログラム参加費用相当額の奨学金を、
返済義務のない給付型で支給することで、県内の高
校生が広く海外に視野を向け、グローバルに活躍を
し、社会の発展に寄与することを目的としています。

2018年度2名

2019年1名

2020年1名

1人
経費160
万

皆様の応援ご支援をお願いいたします



ご清聴ありがとうございました！



記念撮影



ご参加・ご清聴
ありがとうございました

この一年に感謝を込め
来年はもっと明るい未来が語れることを願って

よいお年をお迎えください！

「おもやいアワード20202」



一般財団法人くまもと未来創造基金


