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「LE JARDIN ACADEMY」

2018 ～ 2020 年度　海外配布先

Orizuru Notebook Project Rep�t

個人

ご寄付・ご協賛をいただきありがとうございました

協賛企業・団体

会員

秋山尚子／西田信雄／浦田初子／髙口裕子／空田寛美／桝卓雄／那須正幹／中田優子／和田勝／尾崎美代子／高橋房枝／山本貴子／木戸静和／

綾目紀子／土川鉄雄／行永夏美／水野恵子／立石恵子／菅波薫／末田勝行／内田まき子／小原暁江／川崎悦子／斎藤恵美子／中内早苗／

中島恵子／中村ヨシ子／萩原テル子／山下規子／山田豊子／山本愛子／吉村繁子／亘澤子／佐伯憲子／㈲サンケイ商事　桑本／森原ゆう子／

森原大紀／横井真澄／　以上 38 名

順不同　敬称略

㈱広島銀行／西岡化建㈱／カオル建設㈱／社会本労務士法人吉田労務管理センター／㈱田島商店／協同組合　広県繊／㈱ウメソー／

広島市青果食品商業協同組合／㈱ストーンオフィスモリシタ／㈱サンアイインターナショナル／広島信用金庫／勁草法律事務所／㈱サンポール／

㈱不動産本舗／㈱ダブリュ・エス・ケイ／㈱ドーゴーチ／㈱サコダ車輛／㈱三戸製作所／㈱いしい事務所／㈱ハチオウ（八櫻）／㈲佑美／㈱ナコン／

以上 22 社

順不同　敬称略

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　旭調温工業㈱／川口護　㈱デイ・リンク／

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　㈱エンジン／野代和義　㈱Ｂｒｕｎ／源田敏彦　広島県中小企業家同友会／

石井睦子　㈱いしい事務所／吉田雅一　社会保険労務士法人　吉田労務管理センター／森本孝之　㈱新生／秋山尚子　アルタイ自然食品㈱／

池田晃治　㈱広島銀行／㈱もみじ銀行／梅田正昭　㈱ウメソー／沖野有紗　㈱エル・コ／河内正明　協同組合　広県繊／安田ひろ子　㈱安田産業／

新本芳春　ヒロシマ労務経営合同会社／原田省三　中国ビーエフ㈱／沢井修　沢井書店／増田憲一　増田製粉㈱／隠居肇　㈲プランタン／

菊崎伊久江　㈱菊貞／矢頭美世子　㈱やずや／結城貴司　㈱結城自動車工場／沢谷京子　行政書士　沢谷京子事務所／田中岳子　田中食品㈱／山本清司／

岩井正喬　㈱デコラム／高橋直昭　㈱キャッツハンズ／高橋伸光　㈱きっかわ／陣場健　木野川紙業㈱／柳原邦典　㈱広島精機／織田真澄　㈱東洋不動産／

神田幹也　㈱フリート／瀬川洋志　カワシマ興産㈱／西岡伸吾　㈱ウエストヒル／岡本太　㈱岡本ペイント／藤川豊秋　㈱松田製袋／片島由賀　勁草法律事務所／

重道泰造　㈱アイグランホールディングス／立石克昭　㈱タテイシ広美社／田上美津子　㈱モーツアルト／小井手響一　学校法人小井手学園／

山根以久子　㈱サンポール／桑本仁子　㈲サンケイ商事（広島本通ニュー）／石井佳子　リジョー㈱／広島信用金庫／葛城正臣　㈱不動産本舗／

平岩由紀雄　アクト中食㈱／山下江　山下江法律事務所／梶本利恵　広島ファイナンシャルプランニング㈱／竹村茂　㈲カスターニャ／

長谷川康垣　㈱ダブリュ・エス・ケイ／立木陽子　丸榮㈱／松本周子　㈱金融財務研究所／中川譲　㈱安全ガラス広島／西田信雄／

山本郁夫　㈱キャン・コーポレーション／川端伸夫　㈱広島センター　広島中央自動車学校／能登伸一　日鐵鋼業㈱／衣川充治　カオル建設㈱／

妹尾智江子　㈱妹尾モータース／栗原良子　㈱橘運送店／船本佳月子　平和電機㈱／岩本八智子　㈲エンジェルキャブ／前田政登己　㈱マエダハウジング／

原田修治　㈲シーピーシー／竹内喜美枝　㈲アサハウス／浜本郁子　㈲マリンスター／浅井満里子／糸数久美子　㈱イタク／奥河内博夫　㈱テクシード／

井口良平　㈱イノクチ／岡部喜久雄　上幟町北町内会／高山博子／道河内文夫　㈱ドーゴーチ（総務課　保田　充）／長濱敏朗　㈲ライフベストテクノ　長濱小季様／

佐々木優子　佐々木金属工業㈱／山内恭輔　つばめ交通㈱／山本昭利　合同会社まめの木／岡村誠治　㈱ＦＥＡ／迫田宏治　㈱サコダ車輛／吉田篤三／

中本真吾　㈲大蔵笑／河尻純子　大嶺日の丸燃料㈱／堀幸三郎　升萬食品㈲／岡本和三　㈲伸陽電化設備／関原聡　㈱関原工業／

庄司薫　㈱菓子工房COCOイズミヤ／長曽我部勝也　プルデンシャル生命保険㈱広島第二支社／信廣晃　㈲潮流社／野村陽子／小山内美穂　うさぎ法務事務所／

岡崎磊造　㈲おか半／水野和子　㈲和意／瀬島髙志　合同呉運送㈱／安部春美　ヘナインストラクター／徳島良子　パルテール　よしこ／小泉美恵子　㈱千鳥／

宮永和幸　㈱さくらホーム／兎本明子　㈱ Milky Way ／隠居緑　㈲ミーナ／川野悦生／永井百合子／西村恵美子　( 福 ) 丘の上福祉会／

森裕子　㈱ハチオウ（八櫻）／山縣俊二　音羽屋／宮迫雄平　㈱ＳＡＮＫＹＯ／渡部朋子　NPO 法人 ANT－Hiroshima／川岡春美　㈲明正産業／

川野猛　㈲かわのエンタープライズ／八田厚子　芝翠書道教室／杉山敏美　（社）女性活躍委員会／藤本みどり　㈱藤本ビル／　以上 118 名（社）

順不同　敬称略



ＮＰＯ法人の登記が終了し、活動を始めました。 会員及び寄付していただいた方々へ２０１９年度の
報告書・会計報告等を発送しました。

カナダとハワイにノートを船便で発送しました。
未だ到着の報告がありません。

今年度はデイリンク様
はじめ多くの店舗のか
たにご協力頂き募金箱
を設置させていただき
ました。

LE JARDIN ACADEMY から２０１９年度に
送った折り鶴ノートを活用した様子を写真とと
もに送っていただきました。

2020/ 1/22　
ハワイ

2020/ 2/21　 2020/3月初旬　

2020/11/27　2020/1～12　2020ピースアクション in 
ヒロシマがオンラインで
開催されました。理事長
の川野がＰＭＨの活動に
ついて報告しました。その
様子は8月5日にNHKで放
映されました。

2020/8/4

広島市東区福田公民館で女性会の
人たちに、理事長の川野が原爆の
子の像建立の経緯やＰＭＨの活動
について報告しました。地元に長
く暮らしながら知らないことばか
りと感想を頂き、ＰＭＨの活動に
ご寄付をいただきました。

2020/8/24

Orizuru Notebook Project 活動報告 2020/8/6
ドイツ
ドイツ国際平和村

ドイツ国際平和村で研修生の
皆さんが折り鶴ノートを活用し
ノートにはせ込んだ折り紙で折
り鶴も折っていただきました。

2020/8/15
ドイツ
ドイツ国際平和村

ドイツ国際村チャリティートークに川野、田河内がオンラインで参
加しました。これは平和村の活動やコロナにより紛争地帯で起こっ
ているリアルを知る目的で行われたもので、ドイツからの参加の呼
び掛けに応じて参加したものです。

2020/9/1 ～ 12/8
日本
広島平和記念公園

レストハウスにて、折り鶴
ノートの店頭販売を開始し
ました。全部で１９００冊納
入し、１０７５冊を販売。

　昨年年初から始まったコロナの国際的な蔓延も年を越し、いまだに終息が見えない状況の中、弊会の活動も自粛を余儀なく
されました。主な活動である海外の子ども達への折り鶴ノートの配布も制限されました。
海外に送れない代わりに、主に修学旅行生対象に、９月より新装なったレストハウスで販売をさせていただきました。
　店頭で販売するに当たって、折り鶴ノートに一羽の折り鶴を同封したのですが、その折り鶴を多くの方々に折って頂きました。
森原様、森脇様、水野様、竹内様、中田様、立木様、渕上様はじめ皆様本当にご協力ありがとうございました。
　また、今年は募金箱を作り、スーパーや理髪店、衣料品店など店頭に置かせていただきました。お店の方、募金にご協力い
ただいた方々誠にありがとうございました。川野理事長の語り部活動も中止が相次ぎましたが、最近はコロナ対策をした上で少
しづつ始まっています。制限の多い活動ではありましたが、１年間の報告をさせていただきます。
一日も早くコロナが終息して世界の子ども達に折り鶴ノートを贈ることが出来る日を待ち望んでおります。今後とも皆様の温かい
ご支援の程よろしくお願い申し上げます。

2020 年度海外への送付実績 折り鶴ノートの制作数量と使用数について

2020/ 3/10

2020/11/27

2020/11/27

2020/11/27

制 作 数 量

2019 年度
2020 年度

364 冊
1792 冊

2020 年度 3045 冊

出 荷 内 訳

277 冊

527 冊

1175 冊

5000 冊

繰り越し在庫数
出庫数

在庫数

海外への送付数

会員・寄付・協賛企業へ

販売数

30 冊

200 冊

30 冊

17 冊

合計 277 冊

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 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。

Orizuru Notebook Project とは

USA バークリー ジェファーソン小学校

カナダ リッチモンド BC キングスウッド小学校

USA ハワイ サダコピース折り鶴プロジェクト

広島市立五日市小学校経由でハワイへ
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「LE JARDIN ACADEMY」

2018 ～ 2020 年度　海外配布先

Orizuru Notebook Project Rep�t

個人

ご寄付・ご協賛をいただきありがとうございました

協賛企業・団体

会員

秋山尚子／西田信雄／浦田初子／髙口裕子／空田寛美／桝卓雄／那須正幹／中田優子／和田勝／尾崎美代子／高橋房枝／山本貴子／木戸静和／

綾目紀子／土川鉄雄／行永夏美／水野恵子／立石恵子／菅波薫／末田勝行／内田まき子／小原暁江／川崎悦子／斎藤恵美子／中内早苗／

中島恵子／中村ヨシ子／萩原テル子／山下規子／山田豊子／山本愛子／吉村繁子／亘澤子／佐伯憲子／㈲サンケイ商事　桑本／森原ゆう子／

森原大紀／横井真澄／　以上 38 名

順不同　敬称略

㈱広島銀行／西岡化建㈱／カオル建設㈱／社会本労務士法人吉田労務管理センター／㈱田島商店／協同組合　広県繊／㈱ウメソー／

広島市青果食品商業協同組合／㈱ストーンオフィスモリシタ／㈱サンアイインターナショナル／広島信用金庫／勁草法律事務所／㈱サンポール／

㈱不動産本舗／㈱ダブリュ・エス・ケイ／㈱ドーゴーチ／㈱サコダ車輛／㈱三戸製作所／㈱いしい事務所／㈱ハチオウ（八櫻）／㈲佑美／㈱ナコン／

以上 22 社

順不同　敬称略

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　旭調温工業㈱／川口護　㈱デイ・リンク／

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　㈱エンジン／野代和義　㈱Ｂｒｕｎ／源田敏彦　広島県中小企業家同友会／

石井睦子　㈱いしい事務所／吉田雅一　社会保険労務士法人　吉田労務管理センター／森本孝之　㈱新生／秋山尚子　アルタイ自然食品㈱／

池田晃治　㈱広島銀行／㈱もみじ銀行／梅田正昭　㈱ウメソー／沖野有紗　㈱エル・コ／河内正明　協同組合　広県繊／安田ひろ子　㈱安田産業／

新本芳春　ヒロシマ労務経営合同会社／原田省三　中国ビーエフ㈱／沢井修　沢井書店／増田憲一　増田製粉㈱／隠居肇　㈲プランタン／

菊崎伊久江　㈱菊貞／矢頭美世子　㈱やずや／結城貴司　㈱結城自動車工場／沢谷京子　行政書士　沢谷京子事務所／田中岳子　田中食品㈱／山本清司／

岩井正喬　㈱デコラム／高橋直昭　㈱キャッツハンズ／高橋伸光　㈱きっかわ／陣場健　木野川紙業㈱／柳原邦典　㈱広島精機／織田真澄　㈱東洋不動産／

神田幹也　㈱フリート／瀬川洋志　カワシマ興産㈱／西岡伸吾　㈱ウエストヒル／岡本太　㈱岡本ペイント／藤川豊秋　㈱松田製袋／片島由賀　勁草法律事務所／

重道泰造　㈱アイグランホールディングス／立石克昭　㈱タテイシ広美社／田上美津子　㈱モーツアルト／小井手響一　学校法人小井手学園／

山根以久子　㈱サンポール／桑本仁子　㈲サンケイ商事（広島本通ニュー）／石井佳子　リジョー㈱／広島信用金庫／葛城正臣　㈱不動産本舗／

平岩由紀雄　アクト中食㈱／山下江　山下江法律事務所／梶本利恵　広島ファイナンシャルプランニング㈱／竹村茂　㈲カスターニャ／

長谷川康垣　㈱ダブリュ・エス・ケイ／立木陽子　丸榮㈱／松本周子　㈱金融財務研究所／中川譲　㈱安全ガラス広島／西田信雄／

山本郁夫　㈱キャン・コーポレーション／川端伸夫　㈱広島センター　広島中央自動車学校／能登伸一　日鐵鋼業㈱／衣川充治　カオル建設㈱／

妹尾智江子　㈱妹尾モータース／栗原良子　㈱橘運送店／船本佳月子　平和電機㈱／岩本八智子　㈲エンジェルキャブ／前田政登己　㈱マエダハウジング／

原田修治　㈲シーピーシー／竹内喜美枝　㈲アサハウス／浜本郁子　㈲マリンスター／浅井満里子／糸数久美子　㈱イタク／奥河内博夫　㈱テクシード／

井口良平　㈱イノクチ／岡部喜久雄　上幟町北町内会／高山博子／道河内文夫　㈱ドーゴーチ（総務課　保田　充）／長濱敏朗　㈲ライフベストテクノ　長濱小季様／

佐々木優子　佐々木金属工業㈱／山内恭輔　つばめ交通㈱／山本昭利　合同会社まめの木／岡村誠治　㈱ＦＥＡ／迫田宏治　㈱サコダ車輛／吉田篤三／

中本真吾　㈲大蔵笑／河尻純子　大嶺日の丸燃料㈱／堀幸三郎　升萬食品㈲／岡本和三　㈲伸陽電化設備／関原聡　㈱関原工業／

庄司薫　㈱菓子工房COCOイズミヤ／長曽我部勝也　プルデンシャル生命保険㈱広島第二支社／信廣晃　㈲潮流社／野村陽子／小山内美穂　うさぎ法務事務所／

岡崎磊造　㈲おか半／水野和子　㈲和意／瀬島髙志　合同呉運送㈱／安部春美　ヘナインストラクター／徳島良子　パルテール　よしこ／小泉美恵子　㈱千鳥／

宮永和幸　㈱さくらホーム／兎本明子　㈱ Milky Way ／隠居緑　㈲ミーナ／川野悦生／永井百合子／西村恵美子　( 福 ) 丘の上福祉会／

森裕子　㈱ハチオウ（八櫻）／山縣俊二　音羽屋／宮迫雄平　㈱ＳＡＮＫＹＯ／渡部朋子　NPO 法人 ANT－Hiroshima／川岡春美　㈲明正産業／

川野猛　㈲かわのエンタープライズ／八田厚子　芝翠書道教室／杉山敏美　（社）女性活躍委員会／藤本みどり　㈱藤本ビル／　以上 118 名（社）

順不同　敬称略


