


特定非営利活動法人 情熱の赤いバラ協会

免疫強化講座　委員長

　　　　　

鮎澤　義二 大阪大学 主任研究員、医学博士
伊藤　正一 関西学院大学 副学長
岩男　壽美子 慶應義塾大学 名誉教授、東京都市大学 名誉教授
岩村　敬 元 国土交通省 事務次官
岩本　耕太郎 帝国クリニック 院長
海老沢　勝二 元 ＮＨＫ会長、公益財団法人日本相撲協会 評議員
大木　一史 元 ＮＨＫ制作局 ドラマ部、映画監督、演出・脚本家
大下　英治 作家
金髙　雅仁 前 警察庁長官、警察共済組合 理事長
亀岡　孝治 三重大学大学院生物資源学研究科 教授
河内　保 弁護士
国松　孝次 元 警察庁長官
隈　　研吾 建築家、東京大学 教授
小林　芳雄 元 農林水産省 事務次官
酒井田柿右衛門 十五代酒井田柿右衛門
高橋　真也 ＮＰＯ法人情熱の赤いバラ協会 理事長
田中　哮義 京都大学 名誉教授、前 公益社団法人日本火災学会 会長
千葉　喬三 元 国立大学法人岡山大学長、前 学校法人就実学園 理事長
戸苅　利和 元 厚生労働省 事務次官
徳川　斉正 水戸徳川家十五代当主
林　　直樹 イオン株式会社 相談役、公益財団法人イオン環境財団 専務理事
樋口　武男 大和ハウス工業株式会社 代表取締役会長・CEO
船田　元 学校法人船田教育会 理事長、作新学院 学院長
谷内　正太郎 国家安全保障局長、内閣特別顧問、元 外務省 事務次官
吉野　伊佐男 吉本興業株式会社 代表取締役会長 
綿野　哲 大阪府立大学大学院工学研究科 教授

故 酒井田柿右衛門 人間国宝 十四代酒井田柿右衛門
故 高島 章 元 特許庁長官、元 富士通株式会社 副会長

免疫強化講座 ｜ 常任講師一覧

船田　元

この赤いバラは、人間国宝十四代酒井田柿右衛門先生に
「高齢者と未来の子供達に情熱を」をテーマに描いていただきました。
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鮎澤 義二 様
大阪大学 主任研究員、医学博士

カリフォルニア大学医学部 博士号取得

伊藤 正一 様
関西学院大学 副学長
関西日中関係学会 会長

京都大学経済学部卒業
ワシントン大学大学院経済学研究科 Ph.D 取得
京都大学大学院経済学研究科 博士号取得

岩男 壽美子 様
元 国連女性特別総会日本政府首席代表
男女共同参画審議会会長
慶應義塾大学 名誉教授、ハーバード大学大学院客員教授

慶應義塾大学文学部 卒業（心理学専攻）
イェール大学大学院博士課程 修了（Ph.D）

岩村 敬 様
元 国土交通省 事務次官

東京大学法学部 卒業

岩本 耕太郎 様
帝国クリニック 院長

山形大学医学部 卒業
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海老沢 勝二 様
元 ＮＨＫ会長
公益財団法人日本相撲協会 評議員

早稲田大学第一政治経済学部政治学科 卒業

大木 一史 様
元 ＮＨＫ制作局ドラマ部
映画監督、演出・脚本家

東京大学教養学部教養学科フランス科 卒業

大下 英治 様
作家

広島大学文学部 卒業

金髙 雅仁 様
前 警察庁長官
警察共済組合 理事長

東京大学経済学部 卒業

亀岡 孝治 様
三重大学大学院生物資源学研究科 教授
農業情報学会 副会長
元 三重大学副学長・理事

東京大学大学院農学系研究科博士課程 修了
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河内 保 様
弁護士

京都大学法学部 卒業

国松 孝次 様
元 警察庁長官

東京大学法学部 卒業

隈 研吾 様
建築家
東京大学 教授

東京大学建築学科大学院 修了

小林 芳雄 様
元 農林水産省 事務次官
農林水産技術会議 会長

東京大学法学部 卒業

酒井田柿右衛門 様
十五代酒井田柿右衛門

多摩美術大学絵画学科 中退
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高橋 真也 様
ＮＰＯ法人情熱の赤いバラ協会 理事長
学校法人作新学院 客員教授
一般社団法人食と環境と健康を考える会 理事長

岡山大学大学院社会文化科学研究科修士課程 修了

田中 哮義 様
京都大学 名誉教授
前 公益社団法人日本火災学会 会長

京都大学大学院工学研究科修士課程建築学第２専攻 修了

千葉 喬三 様
元 国立大学法人岡山大 学長
前 学校法人就実学園 理事長
学校法人加計学園 相談役

京都大学大学院農学研究科博士課程単位修得 退学

戸苅 利和 様
元 厚生労働省 事務次官

東京大学経済学部 卒業

徳川 斉正 様
水戸徳川家十五代当主

慶應義塾大学商学部 卒業
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林 直樹 様
イオン株式会社 相談役
公益財団法人イオン環境財団 専務理事

慶應義塾大学経済学部 卒業

樋口 武男 様
大和ハウス工業株式会社 代表取締役会長・CEO

関西学院大学法学部 卒業

船田 元 様
学校法人船田教育会 理事長
学校法人作新学院 学院長

慶應義塾大学経済学部
慶應義塾大学大学院社会学研究科教育学専攻修士課程 修了

谷内 正太郎 様
元 外務省事務次官
内閣特別顧問
国家安全保障局長

東京大学大学院法学政治学研究科修士課程 修了

吉野 伊佐男 様
吉本興業株式会社 代表取締役会長

関西大学商学部 卒業
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綿野 哲 様
大阪府立大学大学院工学研究科 教授

大阪府立大学大学院工学研究科 修了

故 酒井田柿右衛門 様
人間国宝 十四代酒井田柿右衛門

多摩美術大学日本画科 卒業

故 高島 章 様
元 特許庁長官
元 富士通株式会社 副会長
元 株式会社富士通総研 代表取締役会長

東京大学法学部 卒業
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メインスタッフ紹介

事務総長

濱田 正次
担当業務：事務統括

東京大学 法学部政治学科 卒業

一般社団法人日本繊維技術士センター 会友会 会長
元 東洋紡績株式会社 取締役
元 東洋紡インテリア株式会社 社長
東京六大学柔道部関西ＯＢ会 会長
関西七柔会 東京大学代表

理事　／　法務博士、行政書士

高橋 沙織
担当業務：法務、理事業務

聖心女子大学 卒業
早稲田大学 卒業

聖心女子大学宮代会（ＯＧ会）理事
一般社団法人武士道剣会 理事
 龍谷山 本願寺（西本願寺）参与

北京支部長

劉 力生
担当業務：国際連携統括、文化推進

中国清華大学 自動制御工学部 卒業、北京科技大学 (元北京鋼
鉄学院大学 )計算機工学部、コンピューター通 信専攻 修士修了

中国河北省覇州市公共関係協会 副会長
中国民協民間音楽専業委員会 副主任（国際連絡担当）
中国愛心ホットライン（NGO）理事
北京宝霖華科技発展有限会社 ＣＥＯ（代表者）
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10

NPO法人情熱の赤いバラ協会

わたしたちの取り組み



3つの啓蒙活動

未来を担う子供たちと高齢者の皆様が「情熱」を持続し、過ごして頂ける
よう、いたわりと感謝の気持ちを込めて『情熱・愛情』という花言葉を持
つ赤いバラを高齢者に贈る「情熱の赤いバラ１００万本プロジェクト」を皆
様と全国で実施しています。

優しさと思いやりの心を育む

私たち情熱の赤いバラ協会は、未来を担う子供たちとシニア世代がともに
笑顔で過ごせる世の中を目指し、様々な活動を行っています。

高齢者の皆様に健康で 1 日でも長生きして頂くため、免疫強化講座として、
様々な講座を開催していくこと。そして、歩くことを通し免疫強化、健康寿命
を延ばす取り組み「赤バラ水戸黄門歩こう会」などを全国で実施しています。 

免疫強化の取り組み

「振り込め詐欺」や「悪質商法」など、高齢者の皆様が被害者となる事件・
事故、ＩＣＴを利用した金融犯罪、災害時の避難誘導や見守り支援など高齢
者や子ども、障害者など、社会的弱者に対して優しい環境づくりを推進します。

高齢者の安心・安全
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自衛隊ボランティア
地域での配布活動の際に宇都宮駐屯地の
自衛隊の皆さまがバラのラッピング作業を
お手伝いくださいました。

なんばグランド花月（協力 吉本興業株式会社）
よしもと新喜劇を観覧後の６０歳以上の
方々にお声を掛け、１０００本のバラのプリ
ザーブドフラワーをお贈りしました。

早稲田大学講演
当協会理事長が早稲田大学にて、ＮＰＯ法
人について「今後のＮＰＯの展開と学生に
及ぼす影響」をテーマに講演いたしました。

KIDS CLUB（協力 堺市／堺市内の子供たち）
赤いバラを贈る意味を知るために、紙芝居
を使った事前学習を経て、地域の老人ホー
ムを訪問し、手渡しでバラをお届けしました。

赤バラ水戸黄門歩こう会（協力 箕面市／堺市）
高齢者のみなさまに健康で１ 日でも長生き
して頂くため、歩くことを通し免疫強化、健
康寿命延伸の取り組みを実施しています。

フラワーギフト作り体験（協力 キッザニア）
キッザニアニア甲子園に来場するこどもた
ちを対象に、パビリオン「フラワーギフトプ
ランナー」を開催しました。
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女性部会の活動 ｜ 優しさと思いやりの心を育む

ROSE INCONNU （ローズアンコニュ）
毎年９月を敬老月間として開催している『情熱の赤いバラ１００万本プロジェクト』を国民運動
にすることを目的とした、女性組織としてローズアンコニュを発足しました。

■  情熱の赤いバラ１００万本プロジェクト
赤いバラには「情熱・愛情」という意味があり、
この赤いバラを敬老の日や、高齢者の誕生日な
どの記念日に贈る習慣を日本のみならず世界に
広めていけるよう現在、私たちは「情熱の赤い
バラ１００万本プロジェクト」として、全国の高齢
者１００万人を目標に贈る活動を行っております。

■  主な活動内容

■提携バラ農園 ■ボランティアスタッフ
「こういう活動だったら喜んで！」と毎年、
全国の高齢者の方々にお届けするバラ
を育ててくださいます。

登録ボランティアの皆さまに農園から
直送されたバラの棘取りからラッピン
グまでをお手伝い頂いています。

自治体など 実施年 内　　容

秋田県大仙市 ２０09年 イオンモール大曲様にご協力いただき大曲地域での配布活動を行いました。
兵庫県川西市 ２０10年 川西市内の企業・団体様に協賛いただき川西地域での配布活動を行いました。

栃木県宇都宮市 ２０07年 自衛隊の皆様にお手伝いいただき宇都宮地域での配布活動を行いました。
茨城県笠間市 ２０08年 イオン株式会社にご協力いただき笠間市での配布活動を行いました。

なんばグランド花月 ２０11年 吉本興業株式会社様に場所を提供いただき配布活動を行いました。
大阪府箕面市 ２０12年 箕面市内９箇所の高齢者施設にて配布活動を行いました。
中国／北京市 ２０13年 北京にて情熱の赤いバラ100本プロジェクトを実施しました。
大阪府堺市 2014年 高齢者と子どもたちをつなぐプロジェクトとして配布活動を行いました。
キッザニア甲子園 2015年 キッザニア甲子園にて多くの子ども達に私たちの活動に触れてもらいました。
キッザニア甲子園 2016年 キッザニア甲子園にて多くの子ども達に私たちの活動に触れてもらいました。
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ボランタリープロジェクトへの参加について

企業・団体様、個人の皆様に分けて「情熱の赤いバラ１００万本プロジェクト」などへの参加
方法をご説明します。国内外の子供たちに教育で貧困から脱出できるよう支援する活動の資
金となるもの、「情熱の赤いバラ１００万本プロジェクト」の運営資金となるもの、またお金と
いう形ではなく活動そのものをさまざまな形で応援・支援していただくものがございます。

■  赤バラ ボランタリー プログラム
あなたがイベントを企画し、子供たちに高齢者に対する優しさと思いや
りの心を育んでもらう活動を行うことでのご参加や、敬老の日や、家族
の誕生日などの記念日にバラを贈ることでもご参加いただけます。
※赤バラボランタリーシールを購入することで自由にご参加いただけます。

■  寄付をする
当協会の様々な活動に、寄付という形で事務局運営へのご支援も承っています。

■  商品を購入する
女性部会「ETHICAList（エシカリスト）」の推奨する商品等を購入することでご参加いただけます。

■  イベントに参加する
不定期に講演会・交流会・キャンペーン等を行っています。イベントへの参加、スタッフとして
など様々な形でご参加いただけます。

個人で参加する

作：人間国宝十四代酒井田柿右衛門

赤バラボランタリー シール

■さくら女子中学校（タンザニア）
当協会常任講師 岩男壽美子先生と仲間の皆様方が中心となり創られた、さくら女子中学校は、
貧困により中学校に進学して勉強する機会が与えられず、勉学を諦める子供たちの切実な
願いを支援で応えるものです。
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■  商品を購入する
赤いバラマークを印刷した商品を購入することで、プロジェクトにご参加いただけます。

企業・団体で参加する

■  赤バラ ボランタリー プログラム（企業・団体）
私たちの活動に準ずるイベント等を企画し、広報や SNS などを通じて活動をご報告ください。
「情熱の赤いバラ１００万本プロジェクト」認定事業として当協会より証明書など発行させてい
ただきます。本プログラムを積極的に行っていただいた活動の中から、先進性、創造工夫、
社会性、効果と発展性、新規チャレンジ性のある取り組みを表彰させていただきます。

■  寄付をする
当協会の様々な活動に、寄付という形で事務局運営へのご支援も承っています。

作：人間国宝十四代酒井田柿右衛門■シール■ハガキ

■名刺

■レターヘッド

※ その他、日本の伝統文化、和紙を活用した商品も開発しております。

■封筒

年１回

※赤いバラマークは、十四代酒井田柿右衛門先生に「高齢者と未来の子供達に情熱を」をテーマにデザインしていただきました。
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※参加方法などの詳細については赤バラ協会HPをご覧ください。    http://akabara.or.jp
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■  第１回水戸黄門歩こう会 in 箕面市　名誉会長：水戸徳川家十五代当主　徳川 斉正 様
当日は天候にも恵まれ 2,000 名を超える参加者が集い盛大な中、当協会常任講師 水戸徳
川家十五代当主 徳川斉正 様の開会宣言で開催を迎えました。箕面市の観光名所、滝道
を行くコースは、大変多くの方でにぎわいました。約１割の方が、仮装してウォーキングに参
加し、沿道からのご声援をいただくなど、たくさんの方に歩くことを通して免疫強化、健康寿
命延伸について関心をもっていただくことができました。

健康寿命延伸運動 ｜ 免疫強化の取り組み

赤バラ水戸黄門歩こう会（後援 厚生労働省 /文化庁 /観光庁）
「赤バラ水戸黄門歩こう会」は、高齢者のみなさまに健康で１日
でも長生きして頂くため、歩くことを通し、楽しみながら免疫強
化、健康寿命の延伸、健康維持の促進に取り組んでまいります。

■  第２回水戸黄門歩こう会 in 堺市　特別ゲスト：里見浩太朗 様
当日はあいにくの天候にも関わらず、３,２００名もの参加者の方に集まっていただき、無事開
催を迎えました。ドラマ「水戸黄門」水戸光圀役でおなじみの里見浩太朗さんがイベント会
場のゴールでお出迎え。さらに、ステージでは「里見浩太朗ショー」でイベントを盛り上げ
ていただきました。
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赤バラ絵画コンクール（後援 厚生労働省／文部科学省）
赤バラ絵画コンクールは、子どもたちがシニアについて考
え、知る良い機会となるよう、「おじいちゃん、おばあちゃん」
をテーマに描いた子どもたちの作品を募集し、展示、表彰
を行いました。

赤バラシニア倶楽部（ラジオ大阪 1314　ラジオ番組）
シニアに、いつまでも元気でいてほしいと願う、情熱の赤いバラ協会に縁のある「歴史」「政
治」「経済」「文化」など、本当のことを知る人をゲストにお招きし、他では聴けない本物
の情報を皆様にわかりやすく語っていただきました。
放送期間：2012 年 1 月 2 日～ 2013 年 4 月 29 日　毎週月曜よる7：30 ～ 8：25 生放送

■インターネット部門１位作品

■一般投票部門１位作品

■会場の様子（イオン箕面店特設会場）

akabara
シニア倶楽部
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■カプセルホテル体験【東京】 （５７０万回再生） （１６０万回再生）■白いイチゴと高級フルーツ【佐賀 他】

（16０万回再生）

地域活性化支援

ONLY in JAPAN（ Youtube チャンネル ）
当協会 参与でニューヨーク出身のユーチューバー、ジョン・ドーブ氏が日本でしか出来ない体験
を紹介する、登録者数 ５０万人、最高再生回数 ５６０万回を超える世界で人気のチャンネルです。

地域活性化にとって、外国人観光客集客は重要な課題となっています。私たちは、日本全国
を取材し番組公開している「ONLY in JAPAN」を通して全国の地域活性化を支援しています。

■うどんと天ぷらを堪能【香川】 （７５万回再生） （２８５万回再生）■自販機レストラン【群馬】

Created and produded by John Daub
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観光と移住・定住の促進支援
日本各地で、特に若者や外国人に移住・定住してもらいたいという活動を行なっている
地方自治体や地域企業のプロモーションを支援しています。

海外向けプロモーション支援
中堅・中小企業や地域の国際競争力の強化に向けた取組の一環として、ONLY in JAPAN
プロデューサー、ジョン・ドーブによる海外向け、製品・サービスのプロモーションビデオ
制作を行っています。ネイティブな英語と外国人目線で企画、制作することで効果的な海外
プロモーションが行えます。

■岐阜県関市様　【観光プロモーション】Japanese Knife & Sword City: Seki Experience（刃物と刀の町、関市を体験）

■多言語対応観光アプリ「いいココ！」　【いいココ！PR動画】START YOUR ADVENTURE（あなたの冒険を始めよう！）

住む 撮る
働く

ONLY in JAPANのジョン・ドーブ氏が１ヶ月間、住んで、働いて、取材します。

20



トータルＩＣＴサービス ｜ 高齢者の安心・安全

情報システムサービス
先進化をご希望の法人様・団体様に、先進的ビジネス・サービスを支える情報システムサー
ビスを提供いたします。

■  防災情報システム
有事の際に、実用的に役立つ仕組みを提供します。併せて、提供する情報システムのもたら
す収集データを連携する学術研究機関と共有することで、国土強靭化に貢献します。

【京都大学大学院工学研究科 共同研究】　『温度センサーを用いた火災感知システムの研究』

■  モバイル端末用アプリ開発
iPhone、iPad、Android などスマートフォン、タブレット端末用のアプリを企画・開発いたします。
（カタログアプリ、コミュニケーションアプリ、ウォーキングラリー、ビンゴ、ミニゲーム ほか）

【堺市 様】　スマートフォン用オリジナル観光アプリ「いいココ！堺」を開発

観光情報システム「いいココ！」を活用し、対象地域に適した観光アプリの提供をはじめています。

■「いいココ！堺」画面 ■スタンプラリー画面

地 　 域 関西（大阪府堺市）

期待される
効 果

・「歴史・文化の薫りあふれるまち」のイ
メージの定着
・市域の賑わい創出、交流人口の拡大
・幅広い層への訴求効果向上
・歴史、観光案内、イベントでの情報配
信効率化
・市民及び内外の来訪者のまち歩き、
健康促進

概 要 市の歴史、文化遺産、史跡等、地域の特
性を活かしたまちづくりへの総合活用
推進の実現

+
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観光情報システム
「いいココ！」情報システムで、国内各地の現地情報を広く国内外に紹介しつつ、世界的規模
の観光アプリの開発を目指します。

■  観光アプリ「いいココ！」
・Youtube 番組「ONLY in JAPAN」との
　コラボレーションコンテンツの掲載
・GPSを利用したスポット検索
・ビーコン（IoT）を活用したお知らせ機能
・スタンプラリー、ビンゴ機能
・多言語コンテンツ自動翻訳、発信

健康観光ＩＣＴ利活用モデル
【神奈川県 様】　スマートフォン用観光アプリ「いいココ！」を利活用

「東海道神奈川九宿ウォーキングラリー」イベント開催期間に併せて神奈川県観光特集を掲載
しました。さらにウォーキングラリーのスタンプポイントに立ち寄るとビンゴの数字を獲得する
事ができる。アプリならではのイベント、「かなビンゴ！」も同時開催いたしました。

■神奈川県特集画面 ■「かなビンゴ」画面

地 　 域 関東（神奈川県）

期待される
効 果

・楽しみながらウォーキングすることに
よる県民の健康促進
・幅広い層への訴求効果向上
・観光案内、イベントでの情報配信効率化
・交流人口の拡大

概 要 観光情報を活用したウオーキングによ
る健康増進の実現
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■  中日韓経済発展協会　中小企業促進専門委員会
プロジェクトの推進には、中日韓経済発展協会　中小企業促進専門委員会と当協会におい
て、相互の多岐的な交流、協力や共同作業を通じ、共に発展と進歩を促進していきます。

国際プロジェクト

世界的に高齢社会が続く現在、シニア世代のだれもが安心、安全にすごすことのできる社会
環境づくりへの関心が高まっています。世界の人々と心のつながりを築くことは、これからの
子どもたちやシニア世代が安心、安全にすごせる社会環境づくりに役立ちます。

■  周恩来研究会 ■  中国国際文化芸術センター

■  愛心ホットライン ■  モンゴル音楽 朱志忠氏とチームの皆様
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メディア掲載

■２００７年９月１８日　読売新聞

■２０１０年９月２１日　神戸新聞

■２０１２年１１月４日　産経ニュース ■２０16 年　テレビ大阪「ニュースリアル」

■２００８年９月１８日　読売タウンニュース
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■  商　　号

■  事 業 所

■  活動分野

■  参加法人

NPO法人 情熱の赤いバラ協会
Red Roses with Love

〒100-0011
東京都千代田区内幸町 1-1-1　帝国ホテル本館 617
TEL：03-6268-8231
MAIL：info@akabara.or.jp
WEB：http://www.akabara.or.jp

〒530-0005
大阪市北区中之島 5-3-68 　リーガロイヤルホテルW1458
TEL：06-6447-2991　FAX：06-6447-2992

1.　 保険、医療又は福祉の増進を図る活動
2.　 社会教育の推進を図る活動
3. 　まちづくりの推進を図る活動
4.　 環境の保全を図る活動
5.　 子どもの健全育成を図る活動
6.　 情報化社会の発展を図る活動
7.　 観光の振興を図る活動
8.　 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

公益社団法人日本記者クラブ 特別賛助会員
公益社団法人 フォーリン・プレスセンター 賛助会員

協会概要
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