よこはま国際協力チャリティオークション
ハマオク
●開催期間：2013 年 12 月 2 日(月)～12 月 16 日（月）
●開催場所：楽天チャリティオークションサイト
開催期間中のみ
http://auction.rakuten.co.jp/event/charity

主催：特定非営利活動法人 横浜 NGO 連絡会
協力：楽天株式会社
後援：横浜市
協賛：チョコレートデザイン株式会社
ジョイテック株式会社
Hair Make Ash 中山店

特定非営利活動法人 APSD
（順不同）

Hama-auc
よこはま国際チャリティオークション・ハマオク（略称:ハマオク）
（特活）横浜 NGO 連絡会と楽天株式会社とで連携して実施している事業です。
企業や団体、個人からの提供品を楽天チャリティオークションに出品し、落札して得られた収益
を「よこはま心くばり基金」にプールします。
「よこはま国際協力賞」
（５P 参照）を受賞する NGO
に「よこはま心くばり基金」の中から副賞として贈呈します。
世界の貧困や自然災害、紛争などで救いを求めている人たちをご支援ください。

＜沿革＞
ハマオクで得られた

年度

内容

2009 年

横浜ＮＧＯ連絡会と楽天株式会社、横浜市とで、途上国支援連
携事業として、ハマオクを開始

2010 年

第 1 回よこはま国際協力賞表彰式の開催

215,621 円

2011 年

第 2 回よこはま国際協力賞表彰式の開催

178,749 円

2012 年

第 3 回よこはま国際協力賞表彰式の開催
184,182 円
12 月開催：楽天株式会社からのご協力で、楽天市場の店舗様
22 社から商品のご提供
7 月開催 ：楽天株式会社からのご協力で、楽天市場の店舗様 141,687 円
20 社から商品のご提供
（10 月 31 日現在）

2013 年

年間収入

＊ハマオクの詳しい仕組み等はリーフレットをご覧ください

社会貢献の機会
①NGO と企業とが連携した社会貢献の取り組みを社会にアピールできます。
②社員や従業員に社会貢献活動の参加機会を提供することができます。
近年、企業では CSR（Corporate Social Responsibility）の取り組みを始め、社会貢
献を進める企業が増えきました。弊会では、
「企業と NGO との連携推進ネットワーク会
議」の会員として活動しています。企業と NGO が連携し、世界で生活に困窮している
人々への支援や自然災害支援等、地域規模の課題を解決するための取り組みは、国際社
会や地域社会で求められています。企業は、消費者・取引関係者・地域等からの期待に
応え続けることによって信頼が得られると考えています。

弊会ができること
①外務省から委託された NGO 相談員として、国際協力に関する情報提供や講師派遣等の相談
に応じます。
②企業と NGO との連携促進を図ります。
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ハマオクに参加する 3 つの方法
◆その１．オークションへ商品やチャンスを提供する
◆その 2．協賛する
◆その３．寄附する
◆その１．オークションへ商品やチャンスを提供する
【商品の場合】
御社のとっておきの商品をご提供ください。
①ハマオクの収益を考慮していただき、落札額が期待できる商品のご提供は大歓迎です。
②万が一落札されなかった場合は、次のハマオクに改めて出品したり、イベントで販売するな
ど、弊会が責任もって役にたたせていただきますのでご了承ください。

【特別企画品】
ひと工夫で、商品に付加価値をつけることで御社のイメージが上がります。
これまでの例
●横浜 F・マリノス選手サインン入りユニフォーム
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
取り扱えない商品
①広い保管場所が必要な大量商品（配送に手間がかかるもの）
②大型家具等（但し、保管場所の確保ができれば検討可）
③冷蔵食品や冷凍食品、賞味期限が短期間、野菜、果物
④軍事グッズなど、戦争賛美や平和の概念に反するもの
⑤人権の尊厳を傷つけるもの
⑥国際協力のイメージにそぐわないもの

【チャンスの場合】
「参加できるチャンス」等をご提供ください。あっ！と驚くアイデアで落札者に楽しんでい
だきます。
これまでの例
●横浜マリンタワー展望台貸切権
●グループサウンズ・ワイルドワンズと一緒に「思いでの渚」を一緒に歌う権利
●美容院店長のヘアカット 3 回分等
＊食品やチャンス等のご提供は、送付時期や送付方法を別途ご相談させていただきます。
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【これからの流れ】
＜
ご提供品の提出

＊締切日：1１月 25 日（月）

①ご提供品
・宅配等でお送りください。
・大変恐縮ですが、送料のご負担をお願いいたします。
②出品シート（別紙）
・出品シートに必要事項をご記入ください。
・ご記入いただきました内容はそのままオークションサイトに掲載し、御社やご提供
品をご紹介させていただきます。
③画像データ
・掲載できる画像数：6 枚までとなります。ご提供品や御社（店舗）、ご提供品の製作
工程などの写真をお送りください
・ファイルの容量 ：1 枚につき 1MB 以上のもの。
④リーフレット等の資料
・ご提供分数と弊社に 1 部を合わせてお送りください。落札者へご提供品に同封して
送ります。

ハマオク開催

【送り先】
ご提供品：
（特活）横浜 NGO 連絡会
住所：〒231-0001 横浜市中区新港 2-3-1
電話：045-662-6350
出品シート・画像データ
e-mail: info@hama-auc.org
担当：飯田信子

12 月 2 日(月)～12 月 16 日（月）
・ハマオクへのご提供品を多くの皆様に知っていただけるよう、御社の facebook や
twitter、弊会のロゴを御社の HP に掲載する等広報にご協力ただければ幸いです。

よこはま国際協力賞表彰式
開催日：4 月 13 日（日）
・2013 年度ハマオクで得られました収益は「第 4 回よこはま国際協力賞」を受賞
する団体に贈呈します。
・表彰式開催について詳細が決まりましたらご案内いたします。
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◆その２．協賛する
ハマオクの活動に協賛をお願いします。

協賛金 １口１万円

◆その３．寄附する
振込先

横浜銀行本店営業部
普通預金
口座番号
１８５７５６８
。
口座名
ハマオク事務局
特定非営利活動法人横浜 NGO 連絡会

＊協賛や寄付については、事前にご連絡ください。

【ご提供品や協賛のご協力をいただけると・・・・】
①ハマオク関連資料等で御社のお名前を掲載させていただきます。
②ハマオク公式 HP、twitter 等で御社をご紹介します。

これまで 1 年間に
ご提供いただいた企業様、店舗様、団体様
特定非営利活動法人 APSD／横浜 F・マリノス／日総ピュア株式会社／高速鉄道株式会社
ANFA 日本産学予防協会／グラッパ・ハウス／横浜チョコレートのバニラビーンズ／
ファルコン楽天市場店／ジョイテック JOYTE／車止め専門店りょう石＠駐車場用品／
トマトランタン／横浜元町珈琲／ブランド販売＆買取 アンテウス／La・くらし／
創業明治年間 お茶の老舗 川本屋／きれい大好き！ Be ナチュラル／
源気商會 楽天市場店／着物なごみや／Shop405／Double Rainbow／
あんしんの殿堂防災館／横浜中華街通り／アジアンインテリア ループ／
ベネチアングラス La zanze／イルミネーション販売／Ｍ’ｓ PLACE／
のぼり看板とフードラビットサイン／Hair Make Ash 中山店／Lovely Rose／
信楽焼陶器店・しがらきの森／横濱ゴルフ／株式会社 健康・野草茶センター／プランタ／

中野商事株式会社／
(順不同）
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よこはま国際協力賞

これまで、
「よこはま国際協力賞」は選考委員会の厳選な選考を経て、次の NGO に決定してきました。
そして、各 NGO には、ハマオクからの収益をプールしている「よこはま心くばり基金」の中から副
賞を贈呈することができました。

第 1 回受賞団体（20 万円） ハビタット MGU

支援先：フィリピン／ノースカロカン州

[2010 年度]

NGO

Habitat for Humanity（以下 HFH）の日本学生支部として明治学院大学

で活動している貧困住居問題の改善に取り組む団体。
●短期海外住居建築ボランティアに年２回、学生中心に結成し派遣
●住居獲得からその先の自立支援
第 2 回受賞団体（10 万円） （特活）イランの障害者を支援するミントの会 支援先：イラン／キャラジ州
[2011 年度]

2006 年設立。理事長はイラン人。日本で事故に遭い車いす生活となり、その経
験から出身国の障害者を支援する
●日本から車いすや介護ベッドなどの福祉機器をイランに届け、イランの障がい
者の自立をすすめる活動

第３回受賞団体（10 万円） バオバブの会

支援先：セネガル／カオラック周辺

[2012 年度]

2008 年設立。会長はセネガル人。貧困からの脱出は教育との理念からセネガ
ルの 4 つの小学校と 1 つの中学校を支援する
●全生徒への学用品の配布と図書室やトイレの整備活動
●約 60 人の障がい児に、車椅子、松葉杖、学用品などを贈る活動
●横浜市内の小学校で活動を紹介し、支援先小学校との交流
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「よこはま国際協力賞」選考委員会
学識経験者や豊富な NGO 活動経験者等で構成された選考委員会では、応募する NGO を「創造
性があるか、人権に基づく活動であるか、横浜のまちづくりに積極的に参加しようという姿勢が
あるか」等を基準に審査します。そして皆様のご協力で得られた「よこはま心くばり基金」が有
効に、且つ公平に運用できるよう、受賞団体を決定します。

選考委員：木下 理仁

選考委員長：影山 摩子彦

かながわ開発教育センター

横浜市立大学教授

選考委員：桑原 りさ

選考委員：長谷川

NHK 総合テレビ

事務局長

真

（特活）横浜 NGO 連絡会

副理事長

「海外ネットワーク」キャスター

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(
（特活）横浜 NGO 連絡会（YNN）
住所：〒231－0001 横浜市中区新港 2-3-1
電話：045-662-6350
e-mai： info@hama-auc.org
URL：:http://hama-auc.org

Twitter: https://twitter.com/#!/
担当：飯田信子
[事務所地図]
JR 桜木町駅徒歩 15 分
みなとみらい線馬車道駅徒歩 7 分
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