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北九州市市民活動
サポートセンター
ー

第１７回 ＮＰＯ・市民講演会
■「特定非営利活動法人

Japan Hair Donation & Charity」

代表理事

渡辺

貴一氏

ヘアドネーション（＝髪の寄付）を専門に行う日本初の非営利団体として、２００９年９月
設立。広く一般の方から毛髪の寄付を受け、先天性の病気や治療の副作用で髪の毛を失った子
どもたちに、メディカルウィッグをフルオーダーで製作し、無償で提供しています。
髪の毛を失ってしまった子どもたちやその家族だけでなく、髪の寄付者、ウィッグの製作に
関わってくれる協力企業の方、全国におよそ３５００店舗ある協力ヘアサロンの方々など、多
くの人の想いをつなぎながら、全ての子どもたちが明るく元気に過ごすことのできる未来を目
指して活動しています。
〒５３１－００７２ 大阪府大阪市北区豊崎５－７－１１ アベニュー中津８０３号室
ＨＰ：https://www.jhdac.org

ＦＢ：https://www.facebook.com/jhdac
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平成 30 年度の「ＮＰＯ・市民講演会」は、日本におけるヘアドネーションの草分けである「特
定非営利活動法人 Japan Hair Donation & Charity」（通称：ジャーダック）の渡辺貴一代表理
事に、その仕組みや役割についてお話しいただきました。

2008 年、大阪市で自身の美容室を開業する際、美容師にできる社
会貢献として思い浮かんだのがヘアドネーション。
「切られた瞬間にゴ
ミになってしまう髪の毛を、髪をなくした子どもたちのために役立て
たい」と翌年、NPO 法人を設立して活動をスタート。当時の日本では
ヘアドネーションは全く認知されておらず、送られてくる髪の毛は月に 1 人程
度。ひとつのウィッグには約 30 人分の髪の毛が必要ですが、初めてのウィッグ
を完成させるのに約 4 年を費やしました。
寄付された
髪の毛

ウィッグに使用できる髪の毛は、白髪やカラーパーマ、抜けた髪の毛でもＯＫで、
性別、髪色、髪質は問いません。ただ、長さは“31cm 以上”。これは 1 本の髪の毛
を半分に折り返して作るウィッグの構造上、また使用者のオーダーでカットする性
質上、どうしても必要な長さ。また、長い髪を希望する子どもが増えており、長い髪
（50 ㎝以上）が不足しています。髪の毛を伸ばすのは大変ですが、協力ヘアサロン
を通じて、できるだけ長い髪を送ってください。
頭の型取りと
採寸の様子

ウィッグは子どもたちの見た目だけでなく、気持ちや行動を変えてくれます。治療に前向きになり、
おしゃれも楽しめるようになります。また、ウィッグの完成を待つ間、家族のふれあいが深まります。
「どんな髪型にしたい？」
「どこか行きたいところはある？」
。ウィッグが完成した後のことを思い描
いたそんなやりとりは、本人の生きる力や家族の支える力になっています。

これまでウィッグを提供したのは約 300 名。年々、髪の毛の寄付は増え、たくさんのウィッグを
作ることができるようになりましたが、今後、２倍、３倍に増やしたいわけではありません。ウィッ
グが必要ということは、
「本来の姿を隠さないと生きにくい世の中」ということ。髪がないことに偏見
を持たれない、ありのままを受け入れてくれる社会になってほしいと思いながら活動を続けています。

ひとつのウィッグには数えきれない人の想いが凝縮されており、美
容師の私はそうした想いをつなぐお手伝いをしているだけ、…と優し
い目で話す姿が印象的な渡辺代表。皆さん方も、社会貢献などと肩ひ
じを張らず、困っている人に対してすっと手を差し伸べることから始
めてみませんか？一人の優しさが多くの人の優しさへと積み重なって
いけば、世の中はきっとよくなっていくのではないでしょうか。
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募金機能付
自販機の
売り上げ一部を
団体へ寄付

著者印税は
全額
団体へ寄付

助成金情報
助成制度名

分野

実施主体

締切

2019 年度次世代育成支援活動助成

子ども

一般財団法人九電みらい財団

12/25

『連合・愛のカンパ』助成

福

公益財団法人さわやか福祉財団

12/25

公益財団法人杉浦記念財団

12/31

第 8 回杉浦地域医療振興賞

祉

保健・福祉

経済的困難を抱える

子ども

子どもの学び支援活動助成
2019 年度
住まいとコミュニティづくり活動助成
平成 31 年度
地域ボランティア活動支援のための助成

まちづくり

まちづくり

公益財団法人ベネッセこども基金
一般財団法人
ハウジングアンドコミュニティ財団
社会福祉法人福岡県社会福祉協議会
公益財団法人パブリックリソース財団

1/7

1/8

1/10

未来につなぐふるさと基金

環

境

国際協力 NGO 助成

国

際

公益信託今井記念海外協力基金

1/16

福

祉

公益財団法人倶進会

1/21

国

際

公益財団法人三菱 UFJ 国際財団

1/28

公益財団法人倶進会
2019 年度助成金
公益財団法人三菱 UFJ 国際財団
2019 年度公募助成

キヤノンマーケティングジャパン（株）
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※当センターの助成金コーナーに紙ベースでの情報を設置しています。
また、ホームページ〈キラキラネット〉の「助成金情報」にも掲載しています。

ご活用ください！「大判プリンター」
（※有料、コムシティのみ）
ポスターや懸垂幕、横断幕などの出力ができます。
ご予約の上、データをＵＳＢに保存し持参ください。

こんな長尺プリントも
できます！

●拡大プリント（ポスターなど）：Ａ１ノビサイズ
（幅 609.6 ㎜×長さ 863.1 ㎜）
●長尺プリント（横断幕など）
：最大 18ｍまで
（幅 609.6 ㎜×長さ 10 ㎝単位）
※料金などにつきましては、ＨＰホーム＞サポートセンターからの
お知らせ＞「大判プリンター」のご利用について をご確認ください。

★北九州市内のＮＰＯ法人数：３３６団体
※市内に主たる事務所を置くＮＰＯ法人数
（市外に事務所があるＮＰＯ法人でも、市内に主たる事務所がある場合は、数に含めています。
）

★設立認証申請中の団体
現在設立認証申請中の団体はありません。
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内 容

１2 月

１月

税理士相談会

１2／１２（水）16:00～21:00

１／９（水） 16:00～21:00

（会計や税務に関する相談）

１2／２６（水）10:00～16:00

１／２３（水）10:00～16:00

Ｎ Ｐ Ｏ 入 門 説 明 会 １2／１２（水）・１２／２６（水） １／９（水）・１／２３（水）
（ＮＰＯ法人設立の
準備を始めた方向け）

どちらも 19:00～20:00

❖１月サポートセンターの日

どちらも 19:00～20:00

❖平成 30 年度 NPO 運営力向上セミナー③

『ＮＰＯ交流会
ＮＰＯ・市民活動団体「全員集合！」』

『NPO のための
ファシリテーションセミナー』

日時：平成３１年１月３１日（木）
１８：３０～２０：００

日時：平成３１年１月 19 日（土）

進行：市民活動サポートセンター相談員
大久保 大助（子どもの健全育成・体験活動）

初級編

10 時～12 時 30 分

実践編

13 時 30 分～15 時 30 分

会場：コムシティ 3 階 301 会議室

服部

祐充子（国際理解活動のコーディネート）

内田

満

田中

良幸 （認知症・高齢者介護）

野口

和夫 （演劇的手法からのコミュニケーション支援）

馬場

幸子 （心理カウンセリング）

笛田

千裕 （音楽を通した心の育成支援）

（スポーツ、組織マネジメント）

講師：佐藤 倫子氏
（福岡教育大学/
西南女学院大学非常勤講師）

ＮＰＯと企業の交流会
『第２回社外企画会議』を開催します！

★ラジオ出演団体募集中！
活動紹介やイベントＰＲをしませんか！

日時：平成３１年１月２４日（木）
１８：００～２１：００
会場：COMPASS 小倉
講師：近藤 哲朗（チャーリー）氏
対象：地域課題の解決に興味のある企業・NPO

コミュニティ FM 放送局の「FMKITAQ」に
出演していただける団体を募集しています。
（10：３０～１０：４５

【1２月の出演団体】
12/6 （木） ・朗読ボランティア「よもぎ会」
12/20（木） ・タウンドシップスクール

NPO、行政、企業それぞれの
視点で、新たなビジネスモデル
や社会貢献について考えます。

詳細は
サポートセンターまで
お問い合わせください。

✍編集後記

ＮＰＯ・市民活動の相談窓口

◆北九州市市民活動サポートセンター
ＴＥＬ：０９３-６４５-３１０１
ＦＡＸ：０９３-６４５-３１０２

キラキラネット

開館時間：月～土１０：００～２１：００
日・祝１０：００～１９：００
（毎月第 1・3・5 月曜日及び年末・年始は休館日）

北九州市八幡西区黒崎三丁目 15－３

コムシティ３Ｆ

ＨＰ（キラキラネット）http://www.kirakirakitaq.jp
メールアドレス

ＦＭ７８．５MHz）

support3@axel.ocn.ne.jp
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検索

暖 かい日 が続いて いま
したが、年末が近付くにつ
れ、本格的に寒さが増して
きました。今年は平成最後
の年越し。春には新しい元
号でのスタートになりま
す。みなさんにとって来年
が良き年になりますよう
に。ｂｙみかん

