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人生は、よろこばせごっこ
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はじめまして。 
この会報誌を手にとってくださり、 
ありがとうございます。 

これは、私たち七夕協会から 
あなたにあてた手紙です。 

この手紙を読んだあなたと 
すこしでも気持ちを共有できたら 
うれしいです。 

そして、あなたが七夕を好きになってくれたら 
もっとうれしいです。 

そして、あなたが誰かとよろこばせごっこをしてくれたら 
もっともっと、うれしいです。 

まずは、この一通の手紙が 
すこしでもあなたの心をよろこばせられますように。
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七夕の持つチカラ
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なぜ今、七夕なのか？

私たちは、とても豊かな日本で生まれました。 

着る服にも、困らない。 
食べ物にも、困らない。 
住まいにも、困らない。 

しかし、いつになっても満足することなく 
多くの人が、何かが足りないと、 
それを探しながら今を生きています。 

心は、いつまでも満たされないでいます。 
心は、どうしたら満たされるのでしょうか？ 

私たちはいま、混迷を極め、 
先行きの見えない時代を生きています。 

だからこそ、そういう時代に最も必要なのは 

「なんのために生まれて、何をして生きるのか？」 
「なにが君のしあわせで、何が君のよろこびか？」 

という根本的な問いに、真正面から向き合い、見失っている 
本心と人生の指針を取り戻し、今を生きることが重要なのです。 

七夕には、この問題を解決する不思議な力が備わっています。 

老若男女が、義務なく、教育なく、自然と集まり、 
みんなが、短冊に、夢や願い事を込めて自由に描きます。 

この短冊に描かれていることにこそ、 
私たちは、向き合い、喜びに変えるべきなのではないでしょうか？ 

七夕を機会に「みんなが、夢を持ち、夢を知り、夢を守り合う」 
そんな心境・環境を、みんなで取り戻すことが今大切なのです。 
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人のいちばんのよろこびは、大切な人によろこんでもらうこと、 
すなわち「よろこばせごっこ」をすることです。 

七夕は、ひとりひとりの夢や悲しみを知り得る日であり、 
それをよろこびに変えようと動き出すはじまりの日でもあり、 
１年前の夢や悲しみを振り返る終わりの日でもあるのです。

七夕365日プロジェクト！
「よろこばせごっこ」とは？

1）　七夕中：1カ月 

（新暦：7月7日～月遅れ：8月9日） 

→　夢・幸せになるために足りない 

　　欲求を集めます 

  

2）　七夕後：11カ月 

（8月10日～7月6日） 

→　短冊に描かれた夢や悲しみを 

　　よろこびにする活動期間 

3）　1）＋2）＝365日 

→　はじまりの日であり、おわりの日 

　　でもある「七夕365日プロジェクト」 

私たちと一緒に、七夕をきっかけに、 

大切な人とよろこばせごっこをしませんか？
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代表理事　小磯 卓也

理事　星山 真理子

理事　高橋 健太郎

理事の紹介

株式会社ドラムカフェジャパン 代表取締役 
非営利活動法人ドラムカフェ 理事長

仙台出身の私は、日本最大級の仙台七夕まつりを幼い頃から身近
で見て、七夕の持つパワーを実感してきました。そんな七夕まつ
りを支援、奨励し、七夕の伝統、意義を全世界へと拡げていきた
いと思っています。
本業では、ドラムカフェのセッションにより、
「心を一つにして繋がることの喜び、他者への思いやり、
皆があっての私」ということを体験で広めていきたいと、
全国を巡業中です。

司法書士法人イストワール 代表司法書士
イストワールコンサルティング 代表取締役

日本の伝統文化である七夕をハロウィンやクリスマスのよう
な世界の一大イベントにしたい。七夕を通して、みんなが想
いを短冊にのせて、世界中のみんなが夢に向かって生きる社
会を実現したい。最近は七夕の日に何もしない人が増えてい
ると言います。七夕は一年に一度、自分の夢と向き合う日で
ある大切な日。七夕という日本の伝統文化が忘れられつつあ
る現在、我々が声を上げて、みんなの夢を取り戻し、一緒に
七夕を盛り上げていきたいです。

株式会社Personal Marketing 代表取締役 

七夕協会では、みんなが仲良く、 そして面白く、楽しく暮らせる 

世界を取り戻すために、 みんなが「夢を持ち、夢を知り、夢を守 

り合う」 環境・心境を創造し続けることを約束します。 

「なんのために生まれ、なにをして生きるのか？」 

「なにがしあわせで、なにがよろこびなのか？」 

現在も、この答えの真意を見つけながら生きていますが、 

愛と勇気と冒険を大切にして、損得勘定をせずに、善悪勘定で 

生き続けることが、現時点の答えであり現在の経営心です。
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みんなの七夕事務局の設立

七夕商品の企画・開発

みんなの夢を守るため、代表の小磯が 

「みんなの七夕事務局」を発足し、
七夕を拡める活動を始めました。 

●●

自然に配慮した商品の企画開発しました。

2016年　活動報告

2/66/1
七夕メディアの企画・立ち上げ

Tanzaku.me tanabata.me

●
4/1

全世界中、どこからでも願い事を 

描いたり、見たり、共有したりして 

楽しめるオンライン短冊サイトを作成。

環境問題と貧困を同
時に解決するフェア
トレード紙「バナナ
ペーパー」を使った
短冊を作成。

2016年に行った七夕の活動
を時系列でご紹介します。

七夕まつり開催後の 

ゴミ問題を解消する 

ために、ゴミの持ち
帰りを推進すべく、 

携帯ゴミ袋を作成。

日本全国で開催される七夕まつりの予定や見所を 

検索したり、七夕の歴史がわかる情報サイト。
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一般社団法人七夕協会の設立

2016/7/7 ～ 10/13 、Makuakeにてクラウドフ
ァンディングを実施。 

七夕協会の理念に共感頂き、支援までして頂く
人が増えるほど胸が、とても暖かくなりました。
私たちは、七夕を最大の機会に、みんなが夢を
描き、夢を知り、夢を守り合う文化を取り戻す
ために努力を惜しみません。

●
7/7

短冊の無料配布

約50校以上の幼稚園・小学校・中学校・大学・学
習塾・病院施設・天文台・ホテルなどに約5万枚
の短冊を無料配布しました。バナナペーパーを使っ
た短冊の他、歯医者さんでは、歯の形をしたユ
ニークな短冊を配り、多くの方が願い事をキッカ
ケをつくりました。

クラウドファンディング開始
代表理事の小磯、理事の星山、高橋の3人を 

中心に同志が集まり「一般社団法人七夕協会」 

を設立しました。七夕を世界行事にすること 

を誓い合いました。



日本最大級の仙台七夕まつりを支援
しました。熊本・陸前高田の震災復
興の願いを届ける短冊コーナー、竹
あかり設置・制作体験ブース、シン
ガーソングライター濱守栄子さんの
ライブ、ドラムカフェジャパンの演
奏などを開催しました。

うごく七夕 森前組 代表 佐藤 徳政
さん、けんか七夕祭り保存連合会
会長 河野和義さん、陸前高田 市長 

戸羽太さんらと、今後より一層、
七夕を盛り上げて行こうと話し合い
ました。今回は、山車に飾る装飾物
の製作や、PR活動を支援しました。

仙台七夕まつり（8/6 - 8）

陸前高田　けんか七夕　うごく七夕（8/7）



●

七夕の里振興協会の
松尾隆慶さんにご協 

力頂き、福岡県の七
夕神社に、みんなの
短冊に書かれた願い
が叶うよう祈願に行
きました。

月遅れの七夕である8/9に六本木ヒルズの
天文台にて、みんなの願いが叶うように 

星に願いを届けました。

●
9/6-7

熊本の被災地へ、七夕まつりなどで
集まった寄付金22万円を届けました。
熊本県高森町の草村大成村長に、
七夕まつりで集まった復興への応援 

メッセージを伝えました。その後、 

高森湧水トンネル公園内で行う七夕
まつりをご案内頂きました。

8/9

七夕協会の理事の他、 

みんなの七夕 学生事務局
代表の矢野豪邦さんによる
支援者を集めるための講演
を11回に渡り開催しました。

六本木ヒルズ他　講演活動 （8/7 - 31）

福岡　七夕神社 （9/6）熊本　阿蘇（9/7）

8/31
●
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一般社団法人七夕協会の創立記念パーティーを、青山IVY HALLで開催しました。
当日は、各業界で活躍する120人もの同志が集まりました。パーティーは、衆議院議員　
土井亨先生のご挨拶から始まり、理事３名で、七夕協会が発足した経緯、2016年の活動報告、
2017年以降の活動予定の報告を行いました。その後、今後の七夕の発展を願って鏡開きをし、
みんなで誓いの酒を分かち合いました。

七夕協会　創立記念パーティー （10/21）

12



みんなの願い事を紹介
今年集まった短冊の一部をご紹介。
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人生は、よろこばせごっこ 

現在の日本の三大行事といえば、クリスマス・ハロウィン・バレンタインで、 
ぼくも大好きですが、いつもふしぎにおもうのは、根本的に考えると 
なんのために、だれのために、行う事なのか、よくわからないということです。 
また、なぜ先人達が歴史の中で生み出し、受け継がれてきた日本の伝統ある行事が、 
三大行事に入っていないのでしょうか？失われる危機が差し迫っているのでしょうか？ 

ほんとうの行事というものは、 
けっして、商業的なものではないと思うのです。 
私たちが現在、ほんとうに困っていることを明らかにし、 
その解決に導いてくれるものなのではないでしょうか。 

行事の中でも、七夕というものは、 
私達の現実、世界まで変えてしまうほど力があります。 

老若男女が幸せに生きるために、 
今足りない欲求を、短冊に描き、 
１人１人が星に願いをかけます。 

七夕は、自然に、教育なく、楽しく 
その心境・環境を提供してくれます。 

私たちは、七夕（新暦:7/7 ～ 月遅れ:8/9）を最大の機会として、 
世界中からみんなが忘れている本心・人生の指針を取り戻します。 

世界中から短冊を通し「生きる悲しみ・生きる喜び」を集めます。 

多くの人々が抱える現実の欲求を集計・分析・提供することで 
みんなが「ほんとうに困っていること」を初めて明らかにします。 

みんなの夢を守るために、 
みんなが夢を描き、夢を知り、夢を守り合う心境と環境を築き、 
それに真正面から向き合うことこそ、私たち七夕協会の義務と責任だと考えています。 

七夕を機会に、みんなで、世界中に、喜びを増やし、悲しみを増やしたい。 
人生は、よろこばせごっこ 

小磯卓也 

あとがき
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クラウドファンディングの皆様 

茅野 万理 

濱守 栄子 

鈴木 洋 

Alba lab 
細川 亮 

田之上 悟 

川島 孝一 

徳永 優子 

蛭田 昭史 

山下 健太 

八木 哲也 

稲毛 謙介 

ふくちゃん 

藤村 麻紀 

伊藤 圭史 

梅岡 比俊 

柳原 美季 

桂木 和江 

中村 孝明 

鳥海 一哉 

石倉 充 

田中 聡 

鈴木 伸子 

市川 敦史 

高嶋 きよみ 

洪 純絢 

マギーホン 

岡村 耕太 

嶋田 奈緒 

林 好亮 

宮地 諒 

宇津木 由枝 

土屋 裕樹 

のざき きいこ 

山口 靖彦 

橋口 毅 

脇山 拓 

浅野 有紀 

北嶋 昇悟 

岡山 誠紀 

宮城 絵里子 

大塚 育子 

西平 守利 

井手口 浩士 

古市 美奈 

板谷 佳朗 

三城 賢士 
※創刊号への記載を希望された方のみ支援順により記載。

Special Thanks
支援者様（法人・個人）

一般社団法人心書協会 
一般社団法人教育コミュニケーション協会 
一般社団法人ミス日本酒 
一般社団法人Switcher 
一般社団法人全国心身障害者更生援護会 
株式会社アバンティ 
株式会社アガペーミッション 
株式会社インクリティー 
株式会社エクラアニマル 
株式会社サイバーエージェント・クラウドファンディング 
株式会社テンペストスタジオ 
株式会社デファクトスタンダード 
株式会社マスターゲイツ 
株式会社医療経営戦略研究所 
株式会社 創業支援 
株式会社平河 
株式会社美風堂 
株式会社Climatestar's 地域活性化団体　川西風土 
株式会社Jill Motion 
株式会社REMON 
寿堂紙製品工業株式会社 
森ビル株式会社（六本木アカデミーヒルズ） 
合同会社Office Merveille 
着物紫藤尚世 
山元学校 
歯の悩みゼロ事務局 
みんなの七夕学生局 

CHIKAKEN 
NANNOTAME事務局 
ブランフィーユ 
ジェネシスグループ 
神戸メリケンパークホテル 
ステップアップ塾 
四葉少女　生澤 愛子 
アナウンサー　安堂 サオリ 
アナウンサー　朝妻 久実 
シンガーソングライター　濱森 栄子 
エンジニア　Nguyen Dat 
エンジニア　崎村 和孝 
カメラマン　長谷川 敬介 
カメラマン   出井 重忠 
デザイン　満島 清芳 
デザイン　徳永 優子 
デザイン　柴田 花菜 
コンサルタント 　大塚 由枝 
映像監督　福山 功起 
映像撮影　山本 文月

15



七
夕
協
会 

会
報
誌 

創
刊
号 

平
成
２
８
年 

１ 

１ 

月 

３
０ 

日 

発
行 

元 

一
般
社
団
法
人 

七
夕
協
会 


