
 

 

 

今年でこの活動も 10 年を迎えます。 

活動の開始は、今ではすでにそれぞれ帰国してしまった数名の外国友人が「お世話

になっている日本に何か恩返しがしたい！」と、小規模で始めたのがきっかけです。 

それが今では多くの知人にご協力を頂き、時にはアメリカのボーイング社などの

大きなサポートを受けてここまで継続出来ています。 

また、昨年にはこうした楽しいクリスマス会などだけでは無く、高校を卒業する

児童達に優良な企業へ就職するチャンスも提供することも出来ました。 

これまでの活動を応援して下さった皆さまに、心から御礼を申し上げます。 

本当にありがとうございます。 

 別紙の通り、今年の活動内容をご案内致しますので、私たちの活動を御理解して

頂けるならば、是非とも募金にご協力頂きたいと思います。目標は 200,000 円。 

今年今年今年今年もももも温温温温かいかいかいかい楽楽楽楽しいしいしいしいクリスマスクリスマスクリスマスクリスマスをおをおをおをお届届届届けけけけ致致致致したいとしたいとしたいとしたいと思思思思いますのでいますのでいますのでいますので、、、、    

どうぞどうぞどうぞどうぞ皆皆皆皆さまさまさまさま宜宜宜宜しくおしくおしくおしくお願願願願いいいい致致致致しますしますしますします。    

 

●●●●Special ThanksSpecial ThanksSpecial ThanksSpecial Thanks●●●●    

「「「「河村河村河村河村ゆみさんとゆみさんとゆみさんとゆみさんと愉快愉快愉快愉快なななな仲間達仲間達仲間達仲間達」」」」様様様様    

2012 年 8 月チャリティーマラソンで 69,994 円もの募金を頂きました。 

温かい、そして過酷な挑戦の中でご支援下さいました募金はこの活動に 

活用させて頂きます。 

 

「「「「世界世界世界世界のののの山山山山ちゃんちゃんちゃんちゃん」」」」様様様様    

 子供達の大好物である世界の手羽先を施設内で調理し無料でご提供頂きます。  

  

 

【運営管理・問い合わせ先】 

The Rainbow Foundation 

代表： 大澤いくよ  

Cell :  090-7038-9595 

 

 



キンダーホルト クリスマス会 企画書    

■企画運営メンバー 

名前 所属 

大澤いくよ 株式会社カリタインストラクターアカデミー 

三加裕記 名古屋市立大学経済学部マネジメントシステム学科 4 年 

加藤秀崇 南山大学総合政策学部総合政策学科 3 年 

古川千尋 名古屋大学教育学部人間発達学科生涯教育開発コース 2 年 

神野なつみ 名古屋市立大学人文社会学部現代社会学科 2 年 

谷口未央 南山大学外国語学部スペインラテンアメリカ学科 2 年 

■当日サポートメンバー 

名前 所属、担当ブース 

鵜飼さん 大澤さんの知り合い、ワクワクさん工作 

日下さん 大澤さんの知り合い、フェイスペイント 

杉本さん 大澤さんの知り合い、メイクアップ 

下口さん 大澤さんの知り合い、ワクワクさん工作 

林さん 大澤さんの知り合い、科学であそぼ 

山下さん 大澤さんの知り合い、相撲 

田口さん 大澤さんの知り合い、相撲 

鵜飼杏奈 名古屋大学 4 年、ワクワクさん工作 

大山崇之 名古屋市立大学 3 年、バルーンアート 

藤田恭平 名城大学 2 年、相撲 

日比野昇 南山大学 2 年、相撲 

梶井美怜 名古屋大学 2 年、ワクワクさん工作 

石川鼓 名古屋大学 2 年、フェイスペイント 

緒方美智子 南山大学 2 年、科学であそぼ 

奈良宏美 南山大学 2 年、ワクワクさん工作 

吉川沙綾 南山大学 2 年、科学であそぼ 

淺井聖也 名古屋大学 2 年、科学であそぼ 

梅田有佳里 名古屋大学 1 年、フェイスペイント 

水野直美 名古屋市立大学 1 年、バルーンアート 

中村美友 名古屋市立大学 1 年、メイクアップ 

崎山愛 南山大学 1 年、バルーンアート 

須田遥 名古屋市立大学 1 年、科学であそぼ 

 

 

 

 

 



■■■■企画目的企画目的企画目的企画目的    

①みんなにとって特別な１日にする 

②みんなが笑顔でわいわい楽しめる 

 

■■■■企画概要企画概要企画概要企画概要    

▼日時 

12 月 16 日(日) 16：00～18:00 →食事 19:30 終了(準備は 14 時くらいから開始) 

▼場所 

児童養護施設 名古屋文化キンダーホルト 

▼参加対象 

2 歳〜18 歳まで合計 50 人程度 

▼内容 

第一部：ブース企画 

第二部：食事 

第三部：マジックショー＆プレゼント会 

 

■■■■当日当日当日当日タイムテーブルタイムテーブルタイムテーブルタイムテーブル    

14:00〜16:00 ブースなどの準備 

16:00〜18:00 ブース企画 

18:00〜19:00 食事 

19:00〜19:30 マジックショー＆プレゼント会 

 

■■■■予算予算予算予算    

イベント備品 50,000 円 

ピザ 2,200 円×16 枚 ＝ 35,200 円 

寿司 500 貫（50 円/貫×500） 25,000 円 

手羽先 世界の山ちゃんからボランティア提供 

おもちゃ 50,000 円 

駄菓子 30,000 円 

プール 700×2 個＝1,400 円 

合計合計合計合計    約約約約 190,000190,000190,000190,000 円円円円    

 

 

 

 

 

 

 



■■■■ブースブースブースブース企画企画企画企画    

企画名 科学であ・そ・ぼ 責任者 加藤秀崇 

企画概要 

シャボン玉で遊ぶのが難しいと判明したため、企画内容を変更しました。 

科学的な実験を披露しながら体験型で遊べるブースです。男の子も楽しめるようにスライ

ムや空気砲を取り入れました。 

・水の中にシャボン玉づくり 

・静電気を使った電気クラゲ 

・煙を入れた空気砲 

・スライムづくり 

・磁石と砂鉄で遊ぶ 

 

企画名 バルーンアート 責任者 谷口未央 

企画概要 

簡単なバルーンアート（犬・ネズミ・うさぎ・剣・花など）の作り方を学生が子供たちに

教える形を考えています。作ることが出来ない子には作ってあげたいと思います。また、

サンタ、雪だるま、ドラゴンなどを学生が前もってつくり展示、どうしてもと要望があっ

た際にはつくり方を教える。 

室内のいろいろな場所をバルーンアートでデコレーション出来ればと考えています。 

 

企画名 フェイスペイント 責任者 古川千尋 

企画概要 

子どもたちにフェイスペイントをしてあげるブース。高学年ならば自分でやるのも可。フ

ェイスペイントは顔や手に書ける絵の具を用意し、基本的に運営側の大学生が子どもたち

に書く。絵はいくつか見本を用意し選んでもらう。クリスマスの楽しいいつもと違う雰囲

気を感じてもらえればと考えています。 

男の子にも楽しんでもらえるようにサッカーボールや国旗などのペイントも用意する予定

です。 

 

企画名 相撲ブース 責任者 神野なつみ 

企画概要 

去年からの継続企画になります。名大の相撲部の学生たちを呼んで、子供たちを相手に相

撲。小学生の男の子が思い切り体を動かして遊べます。 

 

企画名 メイクアップ教室 責任者 神野なつみ 

企画概要 

去年からの継続企画です。大澤さんや女子大学生を中心に、中学校以上の女の子に対して

メイクをしてあげるコーナーです。またメイク術も教えることが出来ればと考えています。 

 



企画名 ワクワクさん工作コーナー 責任者 三加裕記 

企画概要 

過去に NHK で放送されていた「つくってあそぼ」という番組のワクワクさんから企画名

を真似た工作を楽しめるブース。 

具体的には、ブースに道具と材料とサンプルと作成マニュアルを用意しておき、以下の 3

点を作成できる状態にしておきます。 

①クリスマス用の三角帽子 

→紙を円形に切り、丸めて三角帽子を作ります。また、クリスマス風のデコレーションが

出来るように飾りとなるモールや折り紙やシールなどを用意しておく。 

②ミサンガ 

→簡単なものから難しいものまで、ミサンガのつくり方を教えながらミサンガ作りを楽し

んでもらう。男の子がやりたがるようにかなり難易度の高いミサンガのつくり方を事前に

習得しておき、教えてあげる。ちっちゃい子には事前に作成しておいたものをプレゼント。 

③クリスマスカード 

→ペーパークラフトで立体的に浮き出るクリスマスカードのつくり方を教えながら、みん

なにクリスマスカード作りを楽しんでもらう。デコレーションも出来るように多様な色の

紙を用意しておく。 

 

▼ブース配置図 

 

■特記事項（マジックショー＆プレゼント会） 

▼マジックショーに関して 

→世界の山ちゃんの会長の山本さんが 18 時前に来てくださるので、ご飯を食べた後にマジ

ックショーを実施していただく予定です。 

▼プレゼント会に関して 

→今年度はボーイングの方々からの個別のプレゼントを準備できそうに無いので、別の形

でプレゼントを用意したいと思います。ビニールプールを 2 つ用意して、1 つにはガチャガ

チャのオモチャを満杯に入れて、もう 1 つには駄菓子を満杯に入れて、子供たちに袋を配

布した上で、そこから自由に取って持って帰れるという形にしようと考えています。 

 


