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折り鶴ノートプロジェクト
活動報告書
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アメリカ オレゴン州 シアトル
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ケアンズ

カンボジア バッタンバン州
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Orizuru Notebook Project
活動報告

2018 年 1 月より始めた “ 折り鶴ノートプロジェクト ” の活動も 2 年目を無事終えました。昨年末より
NPO 法人にするために準備をしてまいりましたが、2 月 27 日法人化が完了し、ここにご報告いたします。
今年度は、11 か国 27 地域に 2083 冊の折り鶴ノートを寄贈させていただきました。又、JICA の活動
や日本を訪れる海外青少年の方々にも多数のノートを活用頂きました。これも皆様方のご支援の賜物と感
謝いたします。まことにありがとうございます。本年度も折り鶴ノートで平和の心を広げる活動に尽力い
たします。今後ともご支援の程よろしくお願い申し上げます。
今年は新型コロナウィルス禍で世界中が困難な中にあります。皆様のご無事と早い終息を祈願いたします。

2019/01
ベトナム

広島商工会議所女性経営塾の皆さん 10 名は、ベトナム
のホーチミンとダナンを経済視察のため訪問。その際、
女性起業家の会「ビジネス・ウーマン・アソシエーション」、
「CLEO」など 5 か所に「折り鶴ノート」の趣旨を説明し
た後、贈呈をいたしました。

2019/03
カンボジア

私たちの活動に賛同いただ

いたご夫妻にカンボジアへの渡航の際、
折り鶴ノートをお届けいただきました。
・カンボジアの首都 プノンペンにある
「ひろしまハウス」へ 70 冊
・バッタンバン州にある「ノリア孤児院」
へ 50 冊

2019/04
台湾国立潮州高校

台湾国立潮州高校（屏東県潮州鎮）の日本語コーナーの
お昼の活動（日本語や日本のことを知りたい学生が集まっ
て昼食を取りながら会話する会）でなぜ折り鶴が平和の
象徴なのかをみんなで考えたり、折り鶴ノートを活用して
原爆と佐々木禎子さんついて意見交換し、一緒に折り鶴
を折る活動をしていただきました。

2019/05
ポーランド

2018年から
続くサッカー

広島県選抜U17のポーラン
ド遠征に「折り鶴ノート」を
持参いただきました。ポーラ
ンド主催者からは感謝のメッ
セージをいただきました。

2019/05
台湾
台東均一実験高級中
台湾私立台東均一実験高級中学（小中高一貫校）にて日
本語授業を選択している中高生 35 名を対象に、日本語
の授業の一環として「折り鶴ノート」を使って平和学習
をしていただきました。

2019/05
アメリカ
カリフォルニア

アメリカ カリフォルニアで「折り鶴ノート」を活用して、
広島、原爆のこと、禎子さんや、千羽鶴のことなどを勉
強し、平和実現のために自分たちや世界は何ができるだ
ろうと子供たちと考える授業を行なっていただきました。

2019/06
中国新聞

6月3日(月)付 中国新聞朝刊「平和面」に当会の記事が掲
載されました。中国新聞ヒロシマ平和メディアセンター
ウェブサイトからご覧いただけます。
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=91312

2019/05
永井きもの教室

恒例となっている「永井きもの教室」
様の短期留学生への浴衣の着付、ヘア
アレンジボランティアの際に「折り鶴
ノート」をプレゼントしていただきま
した。

2019/06
女性経営者全国交流会

6 月 13 日 ( 木 )・14 日 ( 金 )、
広島市内のホテルで女性経営者

全国交流会（主催：中小企業家同友会全国協議会）が開
催され、会場ロビーで当会のブースを設置し、PR 活動
を行いました。北海道から沖縄まで約 700 名の女性経営
者に参加いただき、有志で原爆の子の像〜原爆慰霊碑〜
原爆平和記念資料館等を見学しました。

2019/06
台東女子高等中学

台東女子高等中学 6 クラス約 200 名を対象に
「折り鶴ノー
ト」を活用しヒロシマの原爆、折り鶴について授業をし
ていただきました。ノートへの関心は高く、一人一冊あ
げるよと話をするとみんな大喜び。みんな楽しそうに折
り鶴を折ってくれたようです。

2019/07
英国スコットランド

7 月 8 日、英国・スコットランドの平和首長会議加盟都
市サウスエアーシア市の「エアーシア・フィドル・オー
ケストラ」一行（青少年メンバー 66 名）が、来広され、
平和の祈りセレモニー開催の際に「折り鶴ノート」を進
呈しました。

2019/07
全国女性行政書士交流会

7 月 13 日、リーガロイヤルホテルで行われた全国女性
行政書士交流会で「原爆の子の像と６年竹組の仲間たち」
と「折り鶴ノートプロジェクト」の活動についてもお話
ししました。

2019/07
ドミニカ共和国

7 月 26 日、ドミニカ共和国で活動さ
れている JICA 隊員の皆さんと地元学
生さんで作った千羽鶴の奉納に参加
し、ノートを寄贈しました。

2019/08
青少年国際平和未来会議
2019 ヒロシマ

8 月 11 日、広島市教育委員会主催の青少年国際平和未
来会議 2019 ヒロシマの閉会式に参加し、13 都市 43 名
の学生の皆さんに「折り鶴ノート」を進呈しました。

2019/11
HiFA 平和記念
Football Festival

8 月 7 日 〜 18 日「HiFA 平 和 記 念 Football Festival」」
に参加した、ガーナ、オーストラリアと広島県内ユース
選手全員に「折り鶴ノート」400 冊を進呈しました。

2019/11
ハワイ

ハワイのハイスクールから「折り鶴ノート」のお礼の寄
せ書きが届きました。
ノートに挟み込んだ折り紙でそれぞれ折り鶴を折ってい
ただいた写真とメッセージが綴られた心温まる寄せ書き
です。

2019/11
デンマーク

デンマークの広島出身の吉川氏のご紹介

でハイスクールに（弊会代表の川野著「原爆の子の像と６年
竹組みの仲間たち」の本）とノートをお送りしました。原
爆の話に共感し、涙ぐむ生徒もいたそうです。最後には皆
さんで折鶴を折り、平和を祈ったそうです。

2019/11
ポーランド

ポーランドのハイスクールから、佐々
木禎子さんへのメッセージと折り鶴の
写真が送られて来ました。折り鶴ノー
トにとても感動いただいたようです。

2019/11
アメリカ ミシガン大学

アメリカ ミシガン大学の授業の中で平和学習
に「折り鶴ノート」を活用いただきました。

2019/11/29
ドイツ国際平和村

中国新聞の記事を通じてつながった
“ ドイツ国際平和村 ” に
『折り鶴ノート』
を進呈し、平和村の子どもたちと日本
の学生さんの交流の際に活用いただき
ました。

2019/12
NPO 法人ベトナム友の会・ヒロシマ

2019 年 11 月 5 日、NPO 法人 ベトナ
ム友の会 - ヒロシマ様のベトナム支援
事業の一環として、
ホー・バン・タン
（HO
VAN THANH）小学校 に「折り鶴ノー
ト」を寄贈しました。
今後も、NPO 法人 ベトナム友の会 ヒロシマ様と協力し、ベトナム支援事
業と「折り鶴ノート」を活用した平和
活動を推進していきます。
2019/12
アメリカ

シアトル

四つ葉学院

USA シアトルの四つ葉学院で「折り鶴ノート」を活用した「平和
教育」
学習発表会を開催していただきました。四つ葉学院はこちら。
https://yotsubagakuin.com/

詳しくはホームページをご覧ください

PEACE MINDS HIROSHIMA

http://pm-hiroshima.com/

Orizuru Notebook Project

とは

Orizuru Notebook Project は、毎年広島平和記念公園に贈られる 1,000 万羽を超える
折り鶴を再生し、学習ノートとして世界各国の子どもたちに ” 無料配布 ” する活動です。
平和を願う気持ちがこもった折り鶴が形を変え、子どもたちに活用されることで、平和を
考えるきっかけとなり、平和の心を育んでもらえればと願っています。

2019 年度海外への送付実績
2019/ 1/22

ベトナム

50 冊

2019/ 5/ 1

台湾

2019/ 3/22

カナダ バンクーバー

40 冊

2019/ 4/ 4

ポーランド

2019/ 3/22

アメリカ

ニューヨーク

100 冊

2019/ 6/11

アメリカ

ハワイ

50 冊

2019/ 3/22

アメリカ

フロリダ

50 冊

2019/ 6/18

ドイツ Dinslaken

20 冊

2019/ 3/22

アメリカ

ストックトン

2019/ 3/22

イギリス

ロンドン

2019/ 3/22

カナダ

2019/ 3/22

アメリカ

モントリオール
ハワイ

カフルイ

高雄市

250 冊
Olsztyn

50 冊

2019/ 7/ 9

アメリカ AnnArbor ミシガン

30 冊

50 冊

2019/ 7/23

アメリカ

GoldenVellry ミネソタ

10 冊

100 冊

2019/ 8/20

アメリカ

四つ葉学院

88 冊

25 冊

2019/10/ 1

デンマーク

100 冊

5冊

2019/ 3/22

アメリカ ニューヨークブルックリン

50 冊

2019/10/ 1

ポーランド

2019/ 4/18

アメリカ

オレゴン

70 冊

2019/10/ 3

アメリカ

2019/ 4/18

イギリス

Macclesﬁeld

40 冊

2019/10/ 3

アメリカ

〃

125 冊

2019/ 4/18

オーストラリア ケアンズ

30 冊

2019/10/ 9

アメリカ

〃

100 冊

2019/ 4/18

カンボジア

プノンペン

70 冊

2019/11/28 アメリカ

2019/ 4/18

カンボジア

バッタパン州

50 冊

折り鶴ノートの制作数量と使用について

Biskupiec

350 冊

ハワイホノルル

100 冊

ハワイカイルア

80 冊
合計 2083 冊

ご寄付・ご協賛をいただきありがとうございました
個人
實重美紀／友井和子／飯田成幸／川口護／浦田初子／高口裕子／国広昌伸／伊藤八千江／木原一也／三島貞雄／衣川小百合／衣川知孝／藤原純子／
キタガワエミコ／宮崎園子／住吉眞一／タダヒデユ／和田勝／森裕子／土川鉄雄／行永夏美／熊谷由利子／山本貴子／中田優子／ササイジュンコ／
森原ゆう子／森原大紀／谷口秀樹／森下彰／附田郁子／石井恵美子／カノウアケミ／比嘉ゑみ子／島﨑美代子／荒井宏子／茂住いずみ／青木彩華／
木戸静和／野口喜三子／小林みどり／綾目紀子／堺あけみ／尾崎美代子／藤井芳子／佐藤弘／向田・川口・羽田／オフィスブラウンエイ／
モリヒロコ／

以上 48 名
順不同

敬称略

協賛企業・団体
㈱ストーンオフィスモリシタ／山下江法律事務所／㈱サンアイインターナショナル／社会労務士法人吉田労務管理センター／協同組合

広県繊／

勁草法律事務所／㈱パイオニア電子計算センター／㈱安田産業／㈱エル・コ／㈱ドーゴーチ／㈱ウメソー／広島市青果食品商業協同組合／㈱サンヨー／
広島信用金庫／㈱広島銀行／㈱サンポール／㈱ダブリュ・エス・ケイ／㈱源／㈱田島商店／㈱仿古堂／㈱三戸製作所／㈱オーアンド・オー／
㈱オフィス ブラウン エイ／百合花／西岡化建㈱／㈱こみん／㈱オーザック／㈲ライフベストテクノ／㈱ソアラサービス／東洋商事㈱

以上 30 社

順不同

敬称略

会員
川野登美子

かわの 和み／田河内秀子

㈱タニシ企画印刷／青木博

あおき保険事務所／粟屋充博

勝矢珠容子 ㈱勝矢和裁／大西寛 ヒロボシ㈱／伊東由美子 ㈱文華堂／櫻井剛司
石井睦子
山下江

㈱いしい事務所／吉田雅一

社会保険労務士法人

山下江法律事務所／水野和子

旭調温工業㈱／川口護

㈱エンジン／野代和義 ㈱Ｂｒｕｎ／源田敏彦 広島県中小企業家同友会／

吉田労務管理センター／横田泰行

㈲和意／隠居緑

㈱デイ・リンク／

㈲ミーナ／田上美津子

㈲横田印房／中本真吾

㈱モーツアルト／梅田正昭

㈲大蔵笑／

㈱ウメソー／

重道泰造 ㈱アイグランホールディングス／前田政登己 ㈱マエダハウジング／山内恭輔 つばめ交通㈱／岡村誠治 ㈱ＦＥＡ／高橋伸光 ㈱きっかわ／
奥河内博夫

㈱テクシード／柳原邦典

㈱広島精機／能登伸一

日鐵鋼業㈱／瀬島髙志

合同呉運送㈱／立石克昭

㈱タテイシ広美社／

原田省三 中国ビーエフ㈱／川端伸夫 ㈱広島センター 広島中央自動車学校／沖野直子 ㈱エル・コ／岡本和三 ㈲伸陽電化設備／堀幸三郎 升萬食品㈲／
片島由賀

勁草法律事務所／矢頭美世子

松浦恵里子

㈱二興／岡本太

㈱やずや／岩井正喬

㈱岡本ペイント／三木武彦

広島デコラ㈱／西村恵美子 （福）丘の上福祉会／浜本郁子

㈱三木経営センター／池田晃治

㈱広島銀行／新本芳春

㈲マリンスター／

ヒロシマ労務経営合同会社／

佐々木優子 佐々木金属工業㈱／原田修治 ㈲シーピーシー／徳島良子 パルテールよしこ／神田幹也 ㈱フリート／岩本八智子 ㈲エンジェルキャブ／
西岡伸吾 ㈱ウエストヒル／妹尾智江子 ㈱妹尾モータース／桑本仁子 ㈲サンケイ商事
（広島本通ニュー）
／広島信用金庫／河内正明 協同組合 広県繊／
小井手響一

学校法人小井手学園／栗原良子

㈱橘運送店／菊崎伊久江

㈱菊貞／流田尚子

㈱ エ ヌ・ス タ イ ル ／ 小 泉 美 恵 子

㈱千鳥／

石井佳子 リジョー㈱／竹内喜美枝 ㈲アサハウス／㈱もみじ銀行／佐々木宏子／山口大介 ㈱源／山本昭利 合同会社まめの木／宮迫雄平 ㈱ＳＡＮＫＹＯ／
梶本利恵 広島ファイナンシャルプランニング㈱／川野悦生／田中岳子

田中食品㈱／西田信雄／葛城正臣 ㈱不動産本舗／陣場健 木野川紙業㈱／

平岩由紀雄 アクト中食㈱／藤川豊秋 ㈱松田製袋／河尻純子 大嶺日の丸燃料㈱／岡崎磊造 ㈲おか半／石原弘義 石原工芸㈱／織田真澄 ㈱東洋不動産／
福田和恵 公認会計士福田事務所／空田寛美 空田理容院／糸数久美子 ㈱イタク／山本清司／山根以久子 ㈱サンポール／迫田宏治 ㈱サコダ車輛／
増田憲一 増田製粉㈱／竹村茂 ㈲カスターニャ／山縣俊二 音羽屋／中川譲 ㈱安全ガラス広島／森裕子 ㈱ハチオウ
（八櫻）
／船本佳月子 平和電機㈱／
隠居肇 ㈲プランタン／山下敏夫／衣川充治 カオル建設㈱／長谷川康垣 ㈱ダブリュ・エス・ケイ／信廣晃 ㈲潮流社／結城貴司 ㈱結城自動車工場／
松本周子

㈱金融財務研究所／那須正幹／長曽我部勝也

永井百合子／宮永和幸
沢谷京子

行政書士

㈱さくらホーム／桝卓雄

沢谷京子事務所／岡村奈七江

プルデンシャル生命保険㈱広島第二支社／野村陽子／吉田篤三／立木陽子

旭ホームズ㈱／桝卓雄／岡部喜久雄
なな行政書士法人／庄司薫

丸榮㈱／

上幟町北町内会／沢井修

沢井書店／高山博子／

㈱菓子工房 COCO イズミヤ／長濱敏朗

㈲ライフベストテクノ／

塩梅泰弘 ㈱エコリューション／本多正治 ㈱Ｇ-ＮＥＴ／小山内美穂 うさぎ法務事務所／浅井満里子／吉川素史 洋光産業㈱／関原聡 ㈱関原工業／
井口良平 ㈱イノクチ／瀬川洋志 カワシマ興産㈱／佐藤弘 ㈱穴吹コミュニティ／森本孝之 ㈱新生／ 以上 124 名（社）
順不同

敬称略

