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The organizers and beneﬁciaries of the 2011 Walkathon would
like to extend a special thank you to the corporate sponsors who
supported the event last year.

運営委員会及び寄付受領団体一同、20周年記念ウォーカソンを支

The Walkathon creates a wonderful opportunity for both the
international and Japanese residents of Chubu to come together
as one. Furthermore, we are blessed with a great balance of both
corporate sponsorship and individual support from members of
the community. We thank everyone involved.

ウォーカソンは、外国人と日本人が隔たりなく参加し、一つにな

STARS & STRIPES

・近藤産興株式会社
・Boeing Employe
Community Fund

PLATINUM

・OAK LAWN MARKETING,

INC.

GOLD

・HILTON NAGOYA

SILVER

・H&R group K.K.

BRONZE
United Technologies
International Operations
Pratt & Whitney
IMRA AMERICA, INC.
トヨタ自動車株式会社

Shooters Bar and Grill
Harman Becker
Automotive Systems
Japan K.K.
Lockheed Martin TAS
International Corporation
Raytheon Systems
Support Company

えて頂いた企業スポンサーの皆様には心より御礼申し上げます。

れる素晴らしい機会です。そして、この機会を支えて下さるイベ
ント関係者の皆様に深く感謝申し上げます。

スタジオ ジャンデック
東洋リース株式会社
White & Case LLP
近藤産興株式会社
The Meat Guy

DONOR

名古屋菱重興産株式会社
ブラザー工業株式会社
有限責任あずさ監査法人
MERCURY
三菱重工業株式会社
名古屋誘導推進システム製作所
Zergsoft
株式会社ラインナップ
Aflac Japan
有限会社 ミュージックウェーブ
愛知日米協会
中央出版株式会社
東名ホームズ株式会社
サンプラザシーズンズ
ウェスティンナゴヤキャッスル 有限会社ダーズ
愛知オフィスマシン株式会社
有限会社ガナス
株式会社NBS
東海日本カナダ協会
大宝運輸株式会社
ワールドエージェンシー
日彩上野工業
株式会社 アプリシエイト
三共捻子株式会社

株式会社大同家具センター
高畑運輸倉庫株式会社
森野稔税理士事務所
社団法人中部経済連合会
トヨフジ海運株式会社
加納司法書士事務所
津軽三味線 訓栄会
YUJI SUZUKI USATAX OFFICE
株式会社日本ゴルフ同友会
株式会社 タイ・バリュエ
ーション・サービシーズ
Music Together of Nagoya
ジャパン ウィンズ
柴田 勝義
株式会社光貴組
学校法人 佑愛学園
東芝情報機器株式会社
株式会社ダイセキ
近藤設備設計株式会社
日比野教育研究所
株式会社東京商工リサーチ
名古屋支社
赤星金属工業有限会社
有限会社クリーン商事

株式会社オオシオ
共和産業有限会社
株式会社 真留信金属
モリコントレーディング
なかやまクリニック
医療法人明眼会 西垣眼科医院
株式会社オリバー
有限会社トクイチ
有限会社ユニオンファイリング
株式会社ヤマショー
株式会社都市建設
大城工業株式会社
株式会社 白陽舎
株式会社美装社
株式会社カワテック
みずほ造園
森塗装
株式会社フナカタ 一ッ山店
日野興業株式会社 名古屋支店
日向産業株式会社
呉本組
株式会社大興技建

ウォーカソン
国際チャリティ・フェスティバル｜International Charity Festival

Moricoro Park Global Center
愛・地 球 博 記 念公園 地 球 市民 交 流センター

2012.5.20（日）10:0 0〜16:0 0

Sponsorship in Kind/ その他のご協賛

Supported by: American Consulate Nagoya, Aichi Prefecture, City of Nagoya, Nagakute City,
Greater Nagoya Initiative Center, Aichi America-Japan Society

Delta Airlines, Inc.
United Airlines, Inc.
名古屋東急ホテル
イープロ
キリンビバレッジ株式会社
森松産業株式会社
長久手温泉ござらっせ
東伸植物園
アサヒカルピスビバレッジサービス株式会社
株式会社チェリオ中部
岡本食品株式会社
サンポッカ株式会社
アサヒグリーン株式会社
千代田扇舗有限会社
西尾信用金庫鳴海支店
西尾信用金庫柴田支店
大須ういろ
ナゴヤフード株式会社
中部第一輸送株式会社
コカコーラ セントラル ジャパン株式会社
大塚べバレジ株式会社
近藤産興株式会社
The Cross-Cultural Exchange Association

後援：在名古屋アメリカ領事館、愛知県、名古屋市、長久手市、グレーター・ナゴヤ・イニシアティブ協議会、愛知日米協会

Give Back to Chubu! Your Organization Can Make a Diﬀerence!

This year, the Walkathon is celebrating 21 Years of Giving Back to the Chubu Community.This year
we have a target of 8million yen that we want to raise to help orphans, victims of child abuse, the
physically or emotionally challenged and people coping with illnesses such as HIV/Aids and cancer.
Also we want to give 10% of this money raised to a charity organization helping people in the
Tohoku area.While it is always a pleasure to help so many members of our community, every year
the number of those who need our help increases. Together, we can strive to make an even bigger
diﬀerence in people s lives this year, and bring smiles to more faces than ever before.Now is the
time to step up! We need your help!

中部地区への貢献! 21周年を皆さんと一緒に!
総寄付金額 800 万円を目標に掲げ、支援団体（養護児童施設、虐待に苦しむ子供たち、障害を持つ方々、エイズや癌の
ような病気に苦しむ方々）へのより多くの寄付を目指します。さらに、集まった寄付金の 10％を東日本大震災復興の
ために寄付する予定です。毎年たくさんの方々を支援できるのは大変素晴らしい事ですが、支援を必要とする方々は
増える一方です。より一層のご支援が必要です。力を合わせ、より多くの方々に笑顔を！

STARS & STRIPES
SPONSOR

（スターズ＆ストライプス
（星条旗）
スポンサー）

2012

￥1,500,000

Dear Sponsor,

スポンサー各位

The Walkathon, co-sponsored by the American Chamber of Commerce (Chubu
Chapter)and the Nagoya International School, is a wonderful event that, by bringing
together the international and Japanese communities, enables us to give more back
to the region that we live, reside or work in. Through donations raised by the
Walkathon, we are able to support many charitable organizations that desperately
need it.

在日米国商工会議所 ( 中部支部 )・名古屋国際学園共催、ウォーカソン国際チャリティ・フェ スティ
バルは、中部地区に住居や職場を持つ外国人、日本人コミュニティーが力を合わせ感謝の気持ち
を地域に還元しようと実施している素晴らしいイベントです。また、賛同して頂いている 企業
やボランティアの皆様からの様々なご支援によって、援助を必要としている多くの団体をサポー
トしております。

In 2011 we were able to raise 5,000,000yen for the Eastern Japan Disaster Relief
Fund and 7,700,000 yen for 26 Charities in the Chubu Area. Over the past 20 years,
we have raised over 91,300,000 yen in total. Our goal for this year s Walkathon is
to raise 8,000,000yen and 10% of this will be again going to a needy charity
organization in Tohoku area. In order to achieve this goal; we need the help of
Corporate Sponsors. We think this an excellent opportunity to provide even more
awareness of the event and the needy charities of Chubu to a greater number of
people.

20 周年を迎えた昨年は、皆様からの多大なご支援によって 500 万円を東日本大震災義援金とし
て、770 万円を中部地区の 26 の慈善団体へ、総額 1,270 万円を寄付させて頂きました。この
20 年間で総額 9,130 万円を超える寄付金をギブバック（還元）することが出来た結果を誇りと
思うと同時に、皆様の多大なご支援に心より感謝申し上げます。

The Walkathon will be held again at the Expo 2005 Aichi Commemorative Park, or
Moricoro Park as it is known. This year will see the 21st Walkathon in Chubu
and we have many new things planned for this year s event. With a goal of 8million
yen to raise for Charitable organizations in the Chubu and Tohoku Region, we are
looking for more support this year from Corporate Sponsors willing to give back to
the community.

ウォーカソンも今年で 21 年目を迎え、昨年と同じ愛・地球博記念公園にて、寄付目標 800 万

With Corporate Social Responsibility becoming more relevant and almost expected,
this is an excellent opportunity to add to or improve your CSR portfolio. Do not
delay: make a commitment to the 2012 Nagoya Walkathon.

CSR( 企業の社会的責任 ) 活動が今まで以上に重要視される今日、是非ウォーカソンへご支援い

We very much look forward to your assistance in 2012!

21 周年を皆さんと一緒に！

円及び、総寄付額 10％を東日本大震災復興支援金のため開催致します。中部地区最大の国際チャ
リティイベントの名に相応しいイベントとして、地域の皆様のご理解及び認知度を上げ、更に多
くの皆様に楽しみながら社会貢献に参加していただきたいと思います。

ただくことによって貴社の CSR 活動をアピールして頂ければ光栄です。

Washinkan

Yotsuba-no-kai

Provides day care service for severly disabled children.
重度障がい児を対象とする、児童デイサービスと居宅介護·移動支援事業

Provides a workplace for mentally and physically challenged.
知的障害者の方へのホームヘルプサービス及び地域生活支援事業

特定非営利活動法人

ふれ愛名古屋

＜￥150,000＞

NPO Childline Aichi

＜￥200,000＞

The society welfare corporation Aichi Ikujiin /
A child residential care institution Nanzan Ryo
児童養護施設

南山寮

It's established as Japan's 7th child residential care institution in 1886.
1886 年に日本で 7 番目の児童救護施設として創設

＜￥300,000＞

Japan Service Dog Association
社会福祉法人 日本介助犬協会

SUPPORT 2

和進奉仕会

さぽーと２

＜￥400,000＞

社会福祉法人

BRONZE SPONSOR
（ブロンズスポンサー）

21st

米山寮 プティ・ビラージュ

Provides homes for the handicapped, elderly, and children who come from families with diﬃcult circumstances.
本来の家族で暮らすことが出来ない子供達が暮らす家を運営

＜￥300,000＞

Work Center Friends Hoshizaki

Kinjo Rokkaen

Provides a work place for the mentally and physically challenged.
一般就職が困難な知的障害をもつ方達が働く場

Provides a home for children who come from families with diﬃcult circumstances.
児童虐待を受けたり、複雑な家庭環境に置かれた児童達の自立支援

ワークセンターフレンズ星崎 (社会福祉法人 ゆたか福祉会）
＜￥200,000＞

児童養護施設

金城六華園

＜￥1,000,000＞

Child Abuse Prevention Network Aichi

Friends of the Sisters

Provides a hotline service and shelter for children who have suﬀered from child abuse.
子どもへの虐待防止と虐待を受けている子どもの救出

Provides food to the homeless people of the Chubu area.
野宿生活者、ホームレスの自立支援活動をするシスターへの募金活動

認定NPO法人 CAPNA

フレンズ

オブ

シスターズ

＜￥200,000＞

Supports patients and families who have undergone bone marrow transplants in the Aichi area.
白血病などの血液難病の患者とその家族を支援

Supports NGOs in Nagoya, and provides educational courses for NGO staﬀ.
NGO団体支援

develop the sport that can be played by everyone
ハンディキャップテニスの広報活動及び指導者育成

NPO Japan HIV Center

＜￥400,000＞

日本ハンディキャップテニス連盟

＜￥200,000＞

Safuran Kai

さふらん会

さふらん生活園

Provides a communal home and workplace for the mentally and physically challenged.
知的障害者の方達が授産活動により、クッキー、マット、手すき葉書などの製造及び販売、アルミ
缶や古紙回収などのリサイクル活動

＜￥150,000＞

ゆたか福祉会

Provides a work place and a communal home for the mentally and physically challenged.
障害のある大人の方を対象に仕事と働く場づくり、就職支援、自立生活の支援及び相談活動

＜￥300,000＞

NPO AMINOKAI

＜￥300,000＞

NPO法人

HIVと人権・情報センター

counseling and support for HIV patients, workshop
HIV感染者、AIDS患者の支援や、AIDS啓発活動

中部支部

＜￥150,000＞

社会福祉法人
＜￥300,000＞

名古屋手をつなぐ育成会

Provides support programs for young, elderly and the mentally and physically challenged.
知的障害者へのより良い福祉サービス確立及び地域の人々の温かい理解と協力を願い活動

＜￥200,000＞

NPO Boramimi Intelligence Office

風の会

Provides short-term accommodation for the mentally and physically challenged.
重度重複障害者を対象として自立に向け、積極的に社会参加できるように生活支援をする

Make-A-Wish of Japan Nagoya Branch

一般財団法人 メイク・ア・ウィッシュ オブ ジャパン 名古屋支部
Works to help dreams of children with terminal illnesses come true.
難病と闘っている子供の夢を叶える

名古屋NGOセンター

Nagoya Hand Shake development

NPO Kaze no kai
NPO法人

特定非営利活動法人

＜￥500,000＞

NPO法人

ボラみみより情報局

Provides information on various opportunities for volunteer work.
愛知県内でボランティア活動情報誌、月刊ボラみみを毎月一万部発行

＜￥300,000＞

Easten Japan Disaster Relief Fund
東日本大震災義援金

＜ ¥5,000,000＞

Nagoya Christian Center Shakaikan

愛実の会

Provides a communal home for the mentally and physically challenged.
身体及び知的障害のある方へのデイサービス及びホームヘルプサービスを実施

＜￥200,000＞

永美福祉会

認定NPO法人 あいち骨髄バンクを支援する会

＜￥200,000＞

Yutaka Fukushi Kai

社会福祉法人

￥500,000

＜￥500,000＞

Yoneyama Ryo Petit Village

NPO Japan Handicap Tennis Federation

Shirasagi

（シルバースポンサー）

￥100,000

Nagoya NGO Center

NPO法人

SILVER SPONSOR

しらさぎ福祉園

Provides a workplace and recreational programs for the mentally and physically challenged.
知的障害者の方達へ生活支援及び作業支援

＜￥150,000＞

社会福祉法人 名古屋キリスト教社会館 (南区障害者地域生活支援センター）
Runs care centers for the young, elderly and the physically and mentally challenged.
地域福祉コミュニティの創造を目標とした保育所運営、障害児の療育、デイサービス、青少年育成

Emergency fund

Sasashima Christian Association

The ACCJ fund that is set aside for emergencies and natural disasters.
毎年、緊急に寄付が必要となる事態のために確保

＜￥400,000＞

笹島キリスト教連絡会

Provides food to homeless people living in the Chubu area.
毎週月曜日と木曜日に約400名のホームレスの方に食事を提供

緊急対策費

2011

＜￥300,000＞

●ウォーカソン年間公式スポンサー ●ウォーカソンＴシャツ/のぼり/パンフレッ
ト/ステージ/看板の最上段にロゴ掲載
●公式 ウォーク スターター ●テント席・社名入のぼり10本・25名分の参加チケット・Ｔシャツ ●ウォーカソン関連イベント・宣伝にてPR
●ウォーカソンステージよりスポンサー紹介 ●ウォーカソン会場でプロモーション活動OK

・Corporate name/logo displayed at the top of event shirts and prominently on all banners, ﬂags, promos and stage
・Oﬃcial Walk Starter
・Tents with chairs/seats, 5 ﬂags with printed company name, 25 Tickets and T-shirts
・Pre-event and post-event publicity on Charity Walkathon Website / Materials
・Acknowledgment and Thank You from Emcee on stage at Charity Walkathon
●ウォーカソンＴシャツ/のぼり/パンフレッ
ト/ステージ看板の最上段にロゴ掲載 ●公式 ウォーク スターター ●テント席・社名入のぼり５本・
25名分の参加チケッ
ト・
Ｔシャツ ●ウォーカソン関連イベント・宣伝にてPR ●ウォーカソンステージよりスポンサー紹介

・Corporate name/logo displayed at the second tier of event shirts, all banners, flags, promos and stage
・Walk start leader
・3 flags with your printed company name, 20 tickets and T-shirts
・Pre-event and post-event publicity on Charity Walkathon Website / Materials
・Acknowledgment and Thank You from Emcee on stage at Charity Walkathon

●ウォーカソンＴシャツ/のぼり/パンフレッ
ト/ステージ看板の２段目にロゴ掲載 ● ウォーク リーダー ●社名入のぼり３枚・
２０名分の参加
チケッ
ト、
Ｔシャツ ●ウォーカソン関連イベント・宣伝にてPR ●ウォーカソンステージよりスポンサー紹介

・Corporate name/logo displayed at the third tier of event shirts, all banners, ﬂags, promos and stage
・Walk start leader
・1 ﬂag with your printed company name, 15 tickets and T-shirts
・Pre-event and post-event publicity on Charity Walkathon Website / Materials
●ウォーカソンＴシャツ/のぼり/パンフレッ
ト/ステージ看板の３段目にロゴ掲載
● ウォーク リーダー ●社名入のぼり１枚・15名分の参加チケッ
ト、
Ｔシャツ ●ウォーカソン関連イベント・宣伝にてPR

・Corporate name/logo displayed at the fourth tier of event shirts, stage and selected Walkathon materials as they become available.
・Walk start leader
・1 ﬂag with your printed company name, 10 tickets and T-shirts
・Pre-event and post-event publicity on Charity Walkathon Website / Materials
●ウォーカソンＴシャツ/ステージ看板の４段目にロゴ掲載
● ウォーク リーダー ●社名入のぼり1枚・
１０名分の参加チケッ
ト、
Ｔシャツ ●ウォーカソン関連イベント・宣伝にてPR

・Corporate name/logo displayed at the bottom of event shirts, stage
and selected Walkathon materials as they become available.
・1 ﬂag with your printed company name, 5 tickets and T-shirts
・Pre-event and post-event publicity on Charity Walkathon Website / Materials

（マーキュリースポンサーシップ） ●ウォーカソンＴシャツ/ステージ看板の下段にロゴ掲載

Aichi bone marrow bank support association

社会福祉法人

￥750,000

和進館児童ホーム

＜￥200,000＞

＜￥200,000＞

train dogs to be able to help people with disabilities
障害のある方の日常生活をサポートする介助犬の育成及び普及

社会福祉法人

（ゴールドスポンサー）

A home for children who come from families with diﬃcult circumstances.
児童虐待を受けたり、複雑な家庭環境に置かれた児童達の自立支援

support severely challenged people in the community: newly formed from Kiroro and Navel
きろろとねーぶるから引継ぎ、重い障害をもっている人達が地域の中で生活していけるようサポート

Provide hotline service for children
子供のための無料電話相談を提供、震災後は東北からの悩みも多い。

愛知育児院

社会福祉法人

四ツ葉の会

重度の人達の自立を支援する会

特定非営利活動法人 チャイルドラインあいち

NPO法人

GOLD SPONSOR

MERCURY
SPONSORSHIP

お早めのご賛同、どうぞ宜しくお願い致します。

在日米国商工会議所 中部支部 副会頭 クリス・ザラドカウィッツ
在日米国商工会議所 中部支部 理事
ジェイソン・モーガン
名古屋国際学園 校長
ロバート・リッシュ

NPO Fureai Nagoya

社会福祉法人

￥1,000,000

2011

2011
NPO

（プラチナスポンサー）

￥250,000

Yours sincerely

Chris Zarodkiewicz, ACCJ Chubu Vice President
Jason Morgan, ACCJ Chubu Governor
Rob Risch, NIS Headmaster

PLATINUM SPONSOR

・Oﬃcial Sponsor of the Charity Walkathonstatus for 12 months
・Corporate name/logo displayed at the top of event shirts and prominently on all banners, ﬂags, promos and stage
・Oﬃcial Walk Starter
・Tents with chairs/seats, 10 Flags with printed company name, 25 Tickets and T-shirts
・Pre-event and post-event publicity on Charity Walkathon Website / Materials
・Acknowledgment and Thank You from Emcee on stageat Charity Walkathon
*Customized promotion within each event (to be discussed separately with the Walkathon and Ball organizers)

＜ ¥200,000 ＞

TOTAL/合計金額＜¥12,700,000＞

●社名入のぼり1枚・
５名分の参加チケッ
ト、
Ｔシャツ
●ウォーカソン関連イベント・宣伝にてPR

Donor ￥20,000〜 ¥99,000

（一般スポンサーレベル）

・1 ﬂag with your printed company name, and 3 T-shirts

・社名入のぼり1枚・
３名分のＴシャツ

