平成 27 年 8 月 17 日
住友生命保険相互会社

若者の社会貢献活動を応援するプロジェクト
「YOUNG JAPAN ACTION 浅田真央×住友生命 2015」

浅田真央さん、舞さんが姉妹で若者を応援！
平成 27 年 8 月 17 日(月)より募集スタート
住友生命保険相互会社（社長 橋本雅博）は、日本の若者を応援する「YOUNG JAPAN ACTION 浅田真央×
住友生命」2015 年度の募集をスタートいたします。
「YOUNG JAPAN ACTION 浅田真央×住友生命」とは、浅田真央さんをプロジェクトリーダーとしてお迎えし、当
社の若手職員と運営チームを組んで、若者が考える社会的課題を解決する活動（アクション）の支援を行っていく、
昨年度から始まった当社の社会貢献プロジェクトです。今年度は、新たに姉の浅田舞さんにもスペシャルサポータ
ーとして参加いただくことになりました。
平成 27 年 8 月 17 日（月）より、日本国内において 20 代の若者が中心となり活動している個人・団体のアクション
の募集をスタートいたします。
大賞（11 月下旬に発表を予定）に選ばれた個人・団体（3 団体程度）には、副賞として 100 万円の活動支援を行う
他、スペシャルサポーターの浅田舞さんも活動に参加する予定です。
こうした活動を発信していくことで、日本中で新たなアクションがさらに生まれることを応援していきます。

プロジェクトリーダー 浅田真央さん コメント
プロジェクトリーダーの浅田真央です。
去年は沢山のご応募ありがとうございました。私も大賞の 3 団体の活動に参加させていただきましたが、同年代のみな
さんと会話したり、一緒に活動をしたりして、とても刺激をうけましたし、すごく勉強になりました。
いよいよ 2 年目の活動がはじまります。今年は、スペシャルサポーターとして、姉の舞が加わってくれることになり、一
緒に活動を盛り上げていきたいと思っています。
ニッポンをドキドキさせる、たくさんのアイデアをお待ちしています！

スペシャルサポーター 浅田舞さん コメント
はじめまして、浅田舞です。
この度、妹の真央がプロジェクトリーダーを務めるYOUNG JAPAN ACTIONに“スペシャルサポーター”として参加させ
ていただくことになりました！現役復帰を果たした真央をはじめ、頑張っている若者のみなさんの活動を精一杯応援し
ていきたいと思います。どんな方々と一緒に活動が出来るのかなと、今からものすごく楽しみな気持ちでいっぱいで
す。若いチカラでニッポンを元気にしていきましょう！

■「YOUNG JAPAN ACTION 浅田真央×住友生命 2015」 プロジェクト概要
プロジェクト名

YOUNG JAPAN ACTION 浅田真央×住友生命 2015

主催

住友生命保険相互会社

プロジェクトリーダー

浅田真央さん

スペシャルサポーター

浅田舞さん

趣旨

「YOUNG JAPAN ACTION 浅田真央×住友生命」は、日本の若者が力を発揮できる環境
の創出を行い、若者の豊かな感性を活かし社会的課題を解決することを目的にして
います。

募集対象

社会的課題を、自由な発想で解決するアクション。

募集期間

平成 27 年 8 月 17 日（月）～10 月 8 日（木）

応募資格

ａ．20 代を中心とする個人・団体であること。
ｂ．活動の公表を了承していただけること。※
ｃ．日本国内を元気にさせる、ワクワクさせるアクションを起こしている、起こそうとしている
個人・団体であること。
ｄ．営利活動を主目的とする個人・団体ではないこと。
※肖像使用に許諾し、イベント等の様子がテレビやインターネットなどで報道されることや、
主催者によって、PC、モバイルを含むウェブサイト及びテレビ、ラジオ、雑誌などに掲載
されることを了承すること。
応募用紙に必要事項をご記入の上、企画書・付属資料を同封し、郵送により事務局へ
お送りください。
（送り先住所：〒540-8512 大阪府大阪市中央区城見 1-4-35 住友生命保険相互会社
「YOUNG JAPAN ACTION」事務局 宛て）
応募用紙は「YOUNG JAPAN ACTION 浅田真央×住友生命」専用サイトよりダウンロード
可能です。
＜応募用紙【必須】＞
応募用紙はそのまま審査書類となります。必ず応募用紙内に記入してください。
＜企画書【必須】＞
様式、内容は自由とします。活動内容についてより詳細に記入してください。

応募方法

＜付属資料＞
① 活動風景（活動実績がある場合）や参考となる写真
※写真には、裏面に団体名・代表者名・解説などをご記入ください。
② その他、団体の概要や活動の内容、活動スケジュールがわかる資料
（パンフレットなど）
※メールやＦＡＸ、持参による直接提出には対応しておりませんので、ご了承ください。
※審査の過程で、追加資料の提出や現地視察または電話等による確認を行う場合が
あります。
※応募書類に虚偽の記載等が発覚した場合は、受賞を取り消す場合があります。
※ご提出いただいた資料類は、返却いたしませんのであらかじめご了承ください。
※審査に関するお問い合わせについては応じられませんので、ご了承ください。
※肖像使用に承諾し、イベント等の様子がテレビやインターネットなどで
報道されることや、ＰＣ、モバイルを含むウェブサイトおよび、テレビ、ラジオ、
雑誌などに掲載されることをご了承の上応募ください。

ａ．大 賞
表彰状＋副賞 100 万円（3 組程度）
ｂ．奨励賞 表彰状＋副賞 10 万円（7 組程度）
※活動に必要な経費として使用できます。

表彰概要

大賞については、平成 27 年 12 月～平成 28 年 3 月頃、スペシャルサポーターの浅田舞さ
んが、活動に参加する場合があります。

審査方法

事務局による審査の後、プロジェクトリーダーの浅田真央さんとスペシャルサポーターの浅
田舞さんの審査を経て決定する予定です。なお、審査にあたり、外部の有識者にアドバイ
スをいただきます。

個人情報の取扱い
について

応募者の個人情報は、審査および運営の範囲内で利用し、第三者へ提供することは一切
ありません。応募者の同意なく、利用目的を越えて利用することはありません。

応募に関する
お問い合わせ

住友生命保険相互会社「YOUNG JAPAN ACTION」事務局
TEL：06-6937-1402 （平日：9：00～17：00）

■「YOUNG JAPAN ACTION 浅田真央×住友生命」 2014 年度受賞団体のご紹介
昨年度の大賞受賞団体（3 組）・と奨励賞受賞団体（7 組）の活動をご紹介します。
昨年度のプロジェクトでは、大賞受賞 3 団体の活動に、浅田真央さんと当社の若手職員が実際に参加しました。
この様子は、当社ＣＭや公式ホームページ、YouTube 公式チャンネル等で発信しています。
また、浅田真央さんと 3 団体の代表者にお越しいただき、京都でトークショーを開催しました。活動に参加した際
の思い出や生き方について語り合うとともに、特別ゲストの伊藤みどりさんをお迎えしての対談を行い、大きな話題
となりました。
■大賞受賞団体（3 組）
ＦｏｒＳ．

【佐賀大学の学生による農耕放棄地の再生】

高齢化や就農人口の減少が理由で、年々増加している耕作放棄地。
ＦｏｒＳ．は、そんな佐賀県の耕作放棄地をもう一度開墾し、さまざまな野菜を無農薬で育てている団体です。また、地域の方々や学生
に向けた農業体験イベントを運営しており、農業の楽しさを伝える活動も行っています。耕作放棄地を甦らせることによって、佐賀県を
元気づける取り組みを進めていきます。

ＮＰＯ法人 改革プロジェクト

【街を走ってパトロール】

地域住民の安全を脅かす、不審者や空き巣による犯罪を減らしたい。改革プロジェクトは、犯罪が多い地域を中心に、週 2 回のパトラ
ン（パトロールランニング）を行うことで地域を見守る目を増やし、安心して暮らせる街をつくる活動をしています。
「毎日 1,000 人のランナーが走る街」の実現を目指して、パトランの輪をさらに広げる取り組みをすすめていきます。

気仙沼ゲストハウス“架け橋”

【ゲストハウスで過疎地域の抱える問題を解決】

日本の過疎地域、特に東日本大震災の被災地では、観光客の減少やコミュニケーションの希薄化、空き家の増加などが問題視されて
います。気仙沼ゲストハウス“架け橋”はこのような問題について、ゲストハウスを起点にして解決を図っています。
観光客と地域住民を結びつける“架け橋”となり、ゲストハウスから過疎地域、被災地を盛り上げていきます。
≪ＦｏｒＳ．≫

≪ＮＰＯ法人 改革プロジェクト≫

≪気仙沼ゲストハウス“架け橋”≫

■奨励賞受賞団体（７組）
とどろき学習塾

【避難生活を送る子どもたちへの学習支援】

東日本大震災により故郷を離れて暮らす子どもたちを対象に大学生ボランティアが学習サポートを行うとともに、居場所を作り、生きる
力と将来の夢を描く機会を創出しています。

アートサイト岩室温泉 2015 プロジェクトチーム

【美大生による温泉地のアートイベント】

武蔵野美術大学の学生と温泉組合が中心となって、新潟県の岩室温泉にかつての賑わいを取り戻すべく、美大生としての特色を活か
した多彩なアートイベントで盛り上げます。

peach heart/女子の暮らしの研究所

【「かわいい」をきっかけに福島の声を発信】

東日本大震災への関心が徐々に薄れつつある日本。peach heart/女子の暮らしの研究所は、「福島の女子×カワイイ」をきっかけにし
て福島の今を伝え、共に考えます。

一般社団法人リボンムーブメント

【女子大生によるリボンムーブメント】

女性の健康維持・管理に関する正しい情報の普及・啓発活動を行っています。学生ならではの視点で子宮頸がん、子宮内膜症と向き
合い、啓発活動のムーブメントを起こしていきます。

誇れるふるさとネットワーク

【美(ちゅ)ら海プロジェクト３６５！毎日ゴミ拾い】

多くの漂着ゴミに悩まされている鹿児島県与論島の海岸。次世代にキレイな海を残すことを目指し、人々の意識の向上と習慣につな
がるようゴミ拾いを毎日継続しています。

Challengers of Rocket Engineering(CORE)

【ハイブリッドロケットで地域を活性化！】

ＣＯＲＥは伊豆半島でロケットの打ち上げ実験を行っている学生団体です。お世話になっている伊豆半島の復興と地域活性化を目指
して、島を巻き込んだイベントを実現していきます。

特定非営利活動法人ＳＥＴ

【陸前高田と僕らの未来開発プロジェクト】

東日本大震災の被災地に住む中高生が町と自身の可能性にチャレンジし、生きたい生き方への一歩を踏み出すために、各種イベン
トを通じて学び、実践する場を提供しています。

■「YOUNG JAPAN ACTION 浅田真央×住友生命 2015」 の活動状況レポート
「YOUNG JAPAN ACTION 浅田真央×住友生命 2015」の活動状況は、当社の公式ホームページ特設サイト、
公式 Facebook ページ、YouTube 公式チャンネルといった各メディアでタイムリーに発信していきます。
また、７月からスタートしているラジオ番組「住友生命 presents 浅田舞のマイ YOUNG JAPAN ACTION」（ＴＢＳ
ラジオ・毎週月曜日 21:00～21:30）の中でも、スペシャルサポーターである浅田舞さんがプロジェクトの活動状況や
プロジェクトリーダー浅田真央さんの近況などもレポートしてくださいます。

●住友生命公式ＨＰ 特設サイト：
●住友生命公式 Facebook ページ ：
https://www.facebook.com/sumitomolife
●住友生命 YouTube 公式チャンネル ：
https://www.youtube.com/user/SumitomolifeOfficial

住友生命公式ＨＰ 特設サイト イメージ

