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Moricoro Park  Global Center

2015.5.17

Supported by: Aichi Prefectural Government, City of Nagoya, Nagakute City, Nagakute City Board of Education,
 Greater Nagoya Initiative Center, Aichi America-Japan Society
後援：愛知県、名古屋市、長久手市、長久手市教育委員会、グレーター・ナゴヤ・イニシアティブ協議会、愛知日米協会

9:35 Imperial Sound Drum & Bugle Corps(brass band)
 インペリアルサウンド・ドラムアンドビューグルコー
 （ブラスバンド）
9:45 Baton Cherry Blooming(baton twirlers)  
 バトンチェリーブルーミング（バトントワラー） 
10:00  Opening Ceremony 
 開会式
10:20 Walk Starts 
 ウォークの始まり 
10:55 Halau Hula 'o Lehuau'iokalani (Hawaiian dance)
 ハラウ フラ オ レフアウイホカラニ（フラダンス）
11:20  Hyappa Blues (Blues)
 ヒャッパ・ブルーズ（ブルース）

11:45  “Walkathon Karinto” Kashimaki
 「ウォーカソンかりんとう」菓子まき
11:50  StarKat (Rock)
 スターカット（ロック）
12:20  The Hospy's (Oldies and Pop)
 ホスピー（オールディーズ／ポップ）
12:50  The One After 909(Beatles cover band)
 ワンアフター 909（ビートルズカバーバンド） 
13:20  SPECIAL TICKET Raffle /1st Raffle
 スペシャルチケット抽選会 / 第 1 回抽選会
13:40  OS☆U
14:10  The Michael Wade Band (Rock)
 マイク ウェイド バンド（ロック）

14:40  Jansu Belly Dancers (Belly Dance)
 Jansu ベリーダンス（ベリーダンス）
15:00  NIS Walk Prize Winner Announcement
 名古屋国際学園　ウォーク抽選会当選者発表
15:05  Shop Japan Wonder Core Challenge Final
 ショップジャパン ワンダーコアスマートチャレンジ
 決勝戦
15:15 2nd Raffle
 第 2 回抽選会
15:35  Elijah Ben Gang (Rock)
 エリジャー・ベン（ロック）
16:00  Closing Remarks 
 閉会の辞
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1. Funky Faces Face painting
1 tickets/time (10:30-15:45) 
ファンキーフェイスペイント
チケット1枚/ 1回

2. Happy English Quiz
2 tickets/time 10 tickets/6 times (10:30-15:45) 
ハッピーイングリッシュクイズ　
チケット2枚/ 1回 チケット10枚/ 6回

3. Wooden Beads Corner
2tickets/time (10:30-15:45) 
木製ビーズ コーナー
チケット2枚/ 1回

4 Ohkagakuen University and High School
-Furi Furi Frisbee 
-Rings of Fire 
-Strike Out 
-Red Fish, Blue Fish 
-bowling for snacks 
1 ticket/ time for each activity(10:30-15:45) 
桜花学園大学・桜花学園高等学校
-フリフリフリスビー  
-リングオブファイアー
-ストライクアウト! 
-フレッシュ・フィッシュ・ウィッシュ
-ボーリングゲーム

各アクティビティー
チケット1枚/ 1回

5. Santa and Friends Nagoya Hockey Shoot
2 tickets/time (10:30-15:45) 
サンタ・アンド・フレンドズ名古屋 ホッケーシュート
チケット2枚/ 1回

6. Nagoya University of Arts and Science
1 ticket/ time (10:30-15:45) 
名古屋学芸大学
チケット1枚/ 1回 

7. Playpourri Body Tattoos 
1 tickets/time (10:30-15:45) 
プレイプリー　ボディータトゥー
チケット1枚/ 1回

8. Oak Lawn Marketing Wonder Core Challenge 
1 ticket/ time  (10:30-15:45) 
ワンダーコアスマートチャレンジ
チケット1枚/ 1回

9. Bouncy Castle
2 tickets/time (10:30-15:45) 
ふわふわ
チケット2枚/ 1回

10. Big Splash
1 ticket/2 balls (10:30-15:45) 
ビッグスプラッシュ
チケット1枚/ 2ボール
 

11. Happy Beat☆ Drum Circles
2tickets/time (10:30-15:45)
Happy Beat☆ ドラムサークル
チケット2枚/ 1回

12. 10 minutes Novast Stretch
2 tickets (10:30-15:45)
10分 Novast ストレッチ
チケット2枚

13. OS☆U Photo session
¥1,000- or 10 tickets (14:10-15:0)
OS☆U と写真を撮ろう
1,000円またはチケット10枚

14. Chubu Recycle & Food Bank 
中部リサイクル ＆ フードバンク

The American Chamber of Commerce, established in 1948, is 
dedicated to further developing commerce between the 
United States and Japan, promoting the interests of US 
companies and members, and improving the international 
business environment in Japan. The Chubu Chapter was 
established in 2000 in order to further the Chamber’s mission 
in this region.
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TOTAL/合計金額＜¥7,000,000＞

公益財団法人 名古屋YMCA
Nagoya YMCA

＜￥100,000 ＞

社会教育、青少年活動、奉仕者育成
Holds charity activities and support educational programs for "Challenged Children Program"

認定特定非営利活動法人 あいち骨髄バンクを支援する会
Authorized NPO Aichi Bone Marrow Program Supporting Organization

＜￥300,000 ＞

骨髄バンクの普及啓発活動とドナー登録会開催・支援、血液難病の患者・患者家族への宿泊施設
の提供と心のケア
Raise awareness of Bone Marrow Donor Program, holds bone-marrow registration drive and 
support hematological disorder patients and their families.

特定非営利活動法人 ボラみみより情報局

Provides information for volunteer work. Free monthly magazine "Boramimi" and website "Mimilene" 

NPO Boramimi Johokyoku　

＜￥150,000 ＞

ボランティア情報誌、月刊「ボラみみ」の編集・発行
ボランティアマッチングサイト「みみライン」の運営。

認定NPO法人 CAPNA

Provides a hot-line service and shelter for children who have suffered from child abuse.

Authorized NPO CAPNA

＜￥200,000 ＞

子どもへの虐待防止と虐待を受けている子どもの救出

NPO法人 チャイルドラインあいち
NPO Childline Aichi

＜￥200,000 ＞

18才までの子供のための無料電話相談を提供。
電話を受けるボランティア養成講座、スキルアップのための各種研修の開設。
電話相談の番号を知らせるカードの配布等。
Provides hot-line service for youth up to 18 years of age.

フレンズ オブ シスターズ
Friends of the Sisters

＜￥200,000 ＞

野宿生活者、ホームレスの自立支援をするシスターへの支援活動
Support activities of the local Missionaries of Charity which provide food to homeless 
people of the Chubu area.

特定非営利活動法人 ふれ愛名古屋
NPO Fureai Nagoya

＜￥300,000＞

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 day care service, In-Home Long-Term Care and transportation support service 
for the severely challenged children.

特定非営利活動法人 HIVと人権・情報センター 中部支部
NPO Japan HIV Center Chubu-branch

＜￥300,000 ＞

HIV、AIDS患者の支援や、AIDS啓発活動
Provides care and support for PLHIV( people living with HIV ) and raise awareness of 
HIV/AIDS.

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

＜￥240,000＞

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。
介助犬を通して、障がい者の自立と社会参加を支援します。
Trains service dogs that specially trained to help a disabled person who needs assistance.

NPO法人 風の会
NPO Kaze no kai 

＜￥200,000 ＞

重症心身障がい者 生活介護 事業所
Provides nursing care for daily life and opportunities for creative or productive activities 
for the mentally and physically challenged.

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
Make-A-Wish of Japan® Nagoya Branch

＜￥500,000 ＞

難病の子どもたちの夢を叶えるお手伝いをする
Helping to grant the wishes of children with terminal or life-threatening illnesses.

社会福祉法人 永美福祉会 しらさぎ福祉園
Shirasagi-fukushien

＜￥200,000 ＞

知的障害者の方達へ生活支援及び作業支援
Provides nursing care for daily life and opportunities for creative or productive activities 
for the mentally challenged .

重度の人達の自立を支援する会 さぽーと２
SUPPORT 2

＜￥200,000 ＞

障がいの重い人達の地域生活を支援する
Supports severely challenged people in the community: newly formed from Kiroro and 
Navel

社会福祉法人 和進奉仕会 和進館児童ホーム
Washinkan

＜￥500,000 ＞

虐待等の様々な事由で家庭にて生活できない子どもたちへ、生活の場を提供すると共に心身の
健全な成長を支援する入所施設。
The home for children who come from families with difficult circumstances.

ワークセンターフレンズ星崎 
Work Center Friends Hoshizaki

＜￥200,000 ＞

通常の事業所に雇用されることが困難な障害のある方たちに対して生産活動の機会を提供する
など自立にむけた支援をしています。
Provides nursing care for daily life and rehabilitation programs for the mentally and 
physically challenged.

社会福祉法人 米山寮 プティヴィラージュ
Yoneyama Ryo Petit Village

＜￥200,000＞

社会福祉事業（児童養護施設）
Orphanage(child care home)

特定非営利活動法人 四ツ葉の会
Yotsuba-no-kai

＜￥200,000＞

重度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
Provides nursing care for daily life, In-Home Long-Term care service and rehabilitation 
programs  for the severely challenged.

社会福祉法人 ゆたか福祉会
Yutaka Fukushi Kai

＜￥300,000＞

障害者福祉事業・高齢者福祉事業
Provides various welfare services for the mentally and physically challenged and nursing 
home .

震災·原発事故による県外避難者自主グループ  めぐりあいの会
Meguriai-no-kai

＜￥220,000＞

県外避難者同士の交流を促進し、孤立感の解消につなげるよう情報発信と情報交換、年数回の
交流会を開催する。
The group of people who fled the region after the crisis at the Fukushima .

社会福祉法人 名古屋キリスト教社会館
Nagoya Christian Shakaikan

＜￥300,000 ＞

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
福祉事業を通じて、誰もが自己実現できるような福祉コミュニティづくりを推進します。
Provides care centers for the children, the young, the elderly and the physically and 
mentally challenged.

社会福祉法人 名古屋手をつなぐ育成会
Nagoya Hand Shake development

＜￥400,000 ＞

知的障害児・者が「地域で普通の暮らし」をすることを目指し、より良い福祉サービスの確立を願
い活動
Provides various programs for the mentally challenged in order to "leading an ordinary 
life in the community".

特定非営利活動法人 名古屋NGOセンター
Nagoya NGO Center

＜￥300,000＞

貧困・紛争・環境破壊などの地球規模の課題を 解決するために、市民が主体となり取り組む活動
を支援しています。支援をとおして、人権、平和、環境が守られる社会の創造を目指しています。
Supports citizen-driven activities in order to solve global　problems such as poverty, 
conflict and environmental destruction.

社会福祉法人 愛知育児院 児童養護施設 南山寮　
Nanzan Ryo

＜￥300,000 ＞

児童養護施設
Orphanage(child care home)

社会福祉法人 さふらん会  さふらん生活園
Safuran Kai, Safuran Seikatsuen

＜￥150,000 ＞

知的障害者の方々の自立訓練の場として、作業や余暇活動を支援。作業は年間通してクッキー、手
すきハガキ、マット・織物などの製造販売の他、アルミ缶や古紙回収などの資源回収リサイクル事
業、下請け作業を行い地域の方々との交流を図る。
Provides nursing care for daily life and opportunities for creative or productive activities 
for the mentally challenged.

笹島キリスト教連絡会
Sasashima Christian Association

＜￥400,000 ＞

毎週月曜日、木曜日、第5土曜日に約300名のホームレスの方に食事を提供
Provides food to homeless people living in the Chubu area every Monday and 
Thursday,and Fifth Saturday.

特定非営利活動法人 愛実の会
NPO AMINOKAI

＜￥250,000 ＞

重度の障害のある方々の通所サービスと居宅介護サービスを行っています。
Provides day care service and In-Home Long-Term Care Service for the severely challenged.

< 　 > = 2014寄付金額/Donation amount

Emergency fund ￥190,000


