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お世話になっております！AJO代表の朝妻久実です。
いつも私たちの活動を応援いただき、本当にありがとうございます。
今月は第9号！
先月5月は応援アワードに向けたクラウドファンディングに挑戦！
みなさまから頂いた多くの応援により、見事に目標を達成できました！
これからは11月の応援アワードに向けてまだまだ走り続けます！
今月号もチア部☆報告が多め。頑張っておりますので応援よろしくお願いします！

全日本応援協会代表理事

朝妻久実
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クラウドファンディング達成！
11月19日、応援アワードを開催します！
日本初！応援の価値を高め、ムーブメントを起こしていくために開催する「応援アワード」。
そのために4/23-5/30クラウドファンディングに挑戦しました！
期限の３日前まででまだ目標に対して200万円足りておらず、最後の１秒までどうなるかわか
らない状況だったのですが、皆様からの全力の応援・ご支援のおかげで、1stゴールの100万
円を大幅にこえる5585,555円(エール)を達成することができました!!
心から感謝申し上げます！

現在の状況は…
クラファンでご購入いただいたリターンを順次お送り
させていただいております。
お詫び：リターン該当者にはご連絡を差し上げていますが、
朝妻の出版本に関してはより良い内容にすべくじかんがかかっておりますため
皆様にお待ちいただく形となりました。申し訳ございません。

アワードに向かっては実行委員会を立ち上げ、
イベントを形にすべくMTGを重ねております！
イベントタイトルは「応援アワード２０２２～THE FIRST」
場所はベルサール御成門タワーに決定！
募集要項や、当日の流れなどが決まり、
今後はウェブサイトが完成次第、
「応援エピソード部門」「応援アイディア部門」の
エントリーがスタートします。
※8月上旬予定
皆さまから頂いた応援や期待を形にすべく
責任持って取り組んでまいります！

アワードには松岡修造さんをお呼びした
いと考えております。
できる限りのことを行い全力でのぞみます！

クラファンの結果

～NEWS～

絶対よびたい！

松岡 修造
氏
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2022年5月1日～6月30日 活動報告

＊海老名市ガールズラグビーフェスティバル！
5/1は海老名市ガールズラグビーフェスティバルを応援に行きました。
大会は3日間行われ、私たちが応援をお届けした5/1は関東近辺等の
総勢168名の小学3-6年生の女の子選手たち。

そして、今大会は10周年を迎えたとのことで、主催の担当の方から、最初は女の子の

ラグビー人口が少なく、数人しか集まらなかった。でも今では多くの参加者が集まる大
会になりましたとお聞きしました！
継続するというのは沢山の苦労があったと思うんです。
朝チアも12年続いていることと重なって、応援で力になりたいと強く思いました。
感じたのは子どもたちへ楽しいラグビーをさせてあげたい！という
温かい気持ちが関係者の皆さんから伝わってきたこと。
子どもたちに、「ラグビー好き?」と聞いたら
「好きー！！」と元気良く答えてくれました。
その笑顔が本当に可愛くて、試合になると凛々しく輝く姿がかっこ良いんです！
ガールズラグビーフェスティバル、そして輝く女の子たちをこれからも応援しています☆
地元海老名を盛り上げることにお手伝いできて嬉しかったです！（報告：ゆなてぃ）

＜社会貢献活動＞
＊5/29 6/26 チャリティー防犯清掃活動（新宿）
5月で10回目となった清掃活動。
総勢8名のご参加を頂き、6月は16名のご参加を
頂きました。
7月は31日開催ですが、この日は大田区チームとの
合同で、「ゴミ拾い大会」を六郷土手で開催します！
新宿駅でも同時開催ですので是非ご参加ください！
詳細はSNS等で発信いたします！

＜会員活動＞
＊8日 AOP会開催(オンライン)
毎月開催の会員限定サロンにて行われるAOP会。
今回はクラファンを機に会員になって下さった方も多く、
応援アワードについて、活発に意見の交換を致しました。
この様子は会員限定サロンで生配信されています。
これからは、会員の皆さんとコラボをしたり、アワードの
成功に向けてお手伝い頂いたりと、さらに盛り上げていきます。
ご興味のある方は是非会員にご登録ください！

＜応援活動＞

＊第2回マイナー競技 スポーツ認知度爆上祭！

5月4日、埼玉薬科大学で行われた、”マイナースポーツ認知度爆上祭”に、
クミッチェル、ゆなてぃ、かもんぬで行ってきました！！

昨年から始まったこのイベントは、今年は規模をかなり大きくして開催されました。
全日本女子チア部☆AJOも昨年に引き続き応援パフォーマンスと各ブースの応援&
配信をさせていただきました。

今回は、会場前に出展者の方々向けにと、会場後のオープニングイベントでパ
フォーマンスをさせていただきましたが、どちらも大変盛り上がっていただきとても嬉
しい時間でした！
各ブースの応援＆配信では、チア部メンバーも体験してみよう♪ということで、
様々な競技にチャレンジしました。中でも、「綱引き」の挑戦では、AOPの会員さんが
いらっしゃったので、その方VSチア部三人！！という体制で綱引きの勝負をして、
和気藹々と楽しい時間を過ごさせていただきました。また来年開催される際には、
応援しに行かせていただきたいなと思っています。 （報告：かもんぬ）
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＊長野市･上田市にて講演＆市長表敬訪問
5/17長野市・5/18上田市と倫理法人会のモーニング
セミナーにて講演をさせていただきました。
講演タイトルは「応援のチカラ～路上朝チア1100回以上、挑戦から生ま

れた応援学～」。代表朝妻のアナウンサー時代の挫折や朝チアに出
会ってからの軌跡、そして応援はされる方だけではなくする方も元気に
なれること、経営者として社員を応援するには…？など実生活でも役立
つ内容を講演。中には、涙を流して聴いて下さる方も…。
2日日間で100名以上が集まり、中に
は上田市長の姿も。講演後、表敬訪問し、
職員の皆様を応援させて頂き、市長
のツイッターでも絶賛を頂きました。

＊NEW環境展2022
5/25-27まで国際フォーラムで3日間開催された、NEW環境展へ行ってきました！

今回は五大有限責任事業組合の神藤社長にお誘いいただいて、ブース出展と、
3日の内2日は野外でのパフォーマンスもさせていただきました！

そして、今回はスペシャルゲストとして、ラジオ体操を広めるおねえさん、
ラジねぇとのコラボでチア＋ラジオ体操のパフォーマンスをやりました！

日本１環境に関わる企業さんが参加するイベントということで、
国際フォーラムもイベント会場ワンフロア使い切るというすごい広さ！
色んな業者さんがいて、そのブースを回っての応援もさせていただきました。
そして、SDGsのバッチをつけている人の多さも非常に印象的でした環境を良くされ
るために働いている皆さまにお会いできたのも、とても刺激的な体験でした。

一日頑張ってブースで営業をされた皆様を応援させていただくと皆さん満面の笑
顔になって喜ばれるのがすごく印象的的で、こちらまで嬉しくなってしまいました。

（報告ばんび）

【SDGs×応援】
◆日本の海洋ゴミ事情◆
海岸に打ち上げられた「漂着ゴミ」、海を漂う「漂流ゴミ」、海底に沈む「海底ゴミ」これらを「海洋ゴミ」と言います。
日本は台風が多く、大陸からの季節風や時化の影響で流れ出るゴミと、また漂着するゴミも多いと言われています。
海流や潮風で集まりやすい条件があり日本の中でも海洋ゴミが多く漂着するのが長崎県の対馬です。
漂着する7割が韓国や中国などのゴミです。
対馬では回収しても増え続ける海洋ゴミ問題を危惧し、韓国の学校等と協力し、環境問題を学び、
清掃活動やワークショップ交流をしています。
対馬の若者たちの多くが海洋ゴミや脱プラの関心を持っているそうです。
故郷がゴミが広がり汚されている状況の怒りは計り知れないと思います。
この海洋ゴミ問題はその場所に住んでいる人だけが考えるのではなく、
まず私たちは現状を知ること、関心を持つことが必要です。ぜひ「海洋ゴミ」で検索してほしいです！

全日本女子チア部☆AJO SDGｓ担当 ゆなてぃ

全日本女子チア部☆AJOのSDGｓ担当 ゆなてぃの、ＳＤＧｓ×応援コラム
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＊エフヨコ令和環境応援団としてチア部がラジオ中継出演！

6月の1ヶ月間、より良い地球環境を目指して、
新しい発想で課題に向き合う企業や団体、実際に行動を起こして頑張っている
人たちをFMヨコハマにて、ご紹介、応援しました！

私が応援したのは
ゴミの回収・調査に関する様々なサービスを開発しているピリカさん！
アプリでゴミが落ちているところが、ポケモンGoみたいに地図上に表示されて、
拾ったことを報告すると、他の方から「ありがとう！」などコメントが入るんです！
すごくないですか？
(ちなみにチア部⭐も朝チア後の清掃活動で利用させてもらってます)

ゴミを拾うことで人と繋がり評価がもらえるアプリを作って、
ゴミ拾いを活性化させるなんて本当に素敵なアイディアですよね。
とっても気さくで明るい令和応援団の瀧口健太郎さんがメインリポートを努めて
くださり、一緒に応援しました。

人のアイディア一つで環境は良くできる！
環境問題の解決に取り組むみなさんをこれからも応援していきたいです！（報告ばんび）

＊エフヨコ令和環境応援団スタジオでも応援！

＊YouTubeｒラファエルさん番組出演！

令和環境応援団最終日は、スタジオ出演もさせていただきました！
パーソナリティの高橋茉奈さんやリポーターの龍口さんと、リスナー
の皆さんからのお便りに対して“応援”させていただきました！
「フレッフレッ環境！フレッフレッ環境～！！」
スタジオの温度が2～３度上がったとか上がらなかったとか…
いつかチア部☆もラジオ番組を持ちたいな、とモチベーションが上が
りました。
どなたかスポンサーになって頂けませんか？（笑）

登録者数184万人のYouTuberラファエルさんのYouTubeに
全日本女子チア部⭐AJOがオファーを頂きました！
ラファエルさんの新事業を応援する内容ですが、
とってもシュールで面白いので是非ご覧ください！

5/12渋谷セルリアンタワーにて、アジアゴールデンスターアワードが

開催され、総合司会に朝妻久実が、また着物アテンド役として、ばん
び・ゆなてぃ・かなぶんが携わらせて頂きました。
アジアの経済を動かす企業家たちの輝く姿を見て、AJOもさらに飛躍
をしていこうと決意をしました！

＊アジアゴールデンスターアワード出演！

＜メディア出演＞
＊5月10日 千葉テレビ
＊5月11日 朝日新聞・毎日新聞
＊6月6・13・20・27・28

Kiss & Ride生中継 (FMヨコハマ)

※現在朝チアに某番組から
取材が入っています！
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ラスト朝チア無事終了！
私まっつん全日本女子チア部を卒業いたしました
最後沢山の方が朝から応援の応援に駆けつけてくださいました。
香川や名古屋、北海道からも！大感動！大感謝！

朝チア中、
通りかかった男性が笑顔で
「いつもありがとう！」と声をかけてくださいました。
最後の最後も伝わった！とめちゃくちゃ嬉しかったです！

ラストのスピーチにも5年分の想いを込めさせて頂きました。
私の中で今までで一番の朝チアが届けられました
部長クミッチェルとのこの写真が全てを物語ってくれてます。

6月30日で投稿などもチアのものはもうあげられなくなると焦っていたのですが、
そんなこと思う必要ないし、
私のチア部☆で培った応援マインドは一生モノだし、
自分を縛り付けるのはやめようと思いました。笑

なので！まっつん居なくなって寂しいとか思ってくださってる皆さん！
(いると信じてるw)
私はずっとずっと応援を届けるし、
皆さんを楽しませ続けたいと思っております！
だから、これからもずっと仲間！！
よろしくお願いいたします！！！

＊6月30日 まっつんラスト朝チア

まっつんです。
チア部☆生活約5年、楽しいことばかりじゃない、
苦しいこともなんやかんや乗り越えてきました！笑
メンバー1人1人に救われ、
応援の応援をしてくださる皆さんに沢山救われ感謝でいっぱいです！

応援することで誰かの背中を押し、
一歩踏み出す勇気を沢山見てきて私も沢山勇気をもらいました。

そして何より周りの皆さんが笑顔になってくれることが私の幸せであり喜びです。
沢山の幸せをありがとうございます！！

そんな中、チア部☆とは向き合ってるけど、
自分のことは置いて行きがちだった私。
これからはそんな自分と正面から向き合っていこうと卒業という選択をしました。

チア部☆で培ったものはこれからの人生においてかけがえのない財産です。
これからは主にYouTubeに力を入れて、
唯一無二の存在として皆さんに楽しんでいただける
エンターテイメントを届けていきたいです！
皆さんを笑顔にしたい！！その一心です！
自分を信じて突き進みます！

卒業にあたって沢山の応援の言葉をいただきました。
本当に本当に本当に感謝の気持ちでいっぱいです！！
活躍することで皆さんへ恩返ししていけるよう頑張ります！

まっつん(松岡亜季)

＜特別寄稿＞まっつん卒業について



＜編集後記＞
＜AJO通信＞
発行元：一般社団法人 全日本応援協会 事務局
東京都港区新橋2-5-6 大村ビル4階
電話：03-6869-2088 MAIL：info@ajoen.jp

【講演・出張チア ご依頼受付中！】
全日本女子チア部☆AJOでは、
全国各地に「出張チア」を行っています！

各種イベント、記念日、祭典、パーティー、壮行会、スポーツ応援など、
私たちにお任せください！
想いに寄り添った応援を“巻き込み型”でさせていただきます。

皆さまからのご依頼をお待ちしております！

詳しく、直接ご連絡頂くかHPからお問い合わせ下さい。
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＜今後の活動予定 ７月以降＞

＊毎週木曜日 東京（新宿･新橋･池袋･後楽園）で朝チア活動
＊毎週金曜日 神奈川(桜木町･川崎)で朝チア活動
＊7/30 チア部☆サマー研修
＊7/30 Well Being イベント出演
＊7/31 清掃活動（大田区・新宿区同時開催）
＊7/31 パエリアサミット2022 出演
＊8/13 チア部☆サマー研修
＊8/18 EFF主催サッカー教室
＊8/21 名古屋出張チア
＊8/27 旭川出張チア

また2022年後半はいくつかの地方出張があるかも？？

各詳細はHPなどで
発信していきます！

チア部☆
マスコット
キャラクター
朝ちあ子

応援交流会
応援アワードに向かって盛り上がりをつくるべく、交流会を開
催！

アワードのウェブサイトを制作して下さているエージェント
ゲートさんとの共催で、先日も50名ほどの方をお招きしまし

た。この中から協賛してくださる方や、実行委員会として参加
して下さる方も集まり始めています。毎月開催予定で、次回
は8/19です。

ご参加されたい企業様がいらっしゃいましたら、是非ご連絡
くださいませ！

会

＜お知らせ＞
EFF（アースフレンドシップフェスティバル）主催サッカー教室イベントに出演
日本を越えて世界でチャリティー清掃活動を拡げているEarth Friendship Festivalが、関西で定期的に開催している
サッカー教室を関東で初開催！

日時:8月18日(木)
会場:13時
開会式:13時半
終了:16時
参加費:無料
場所:ノア・フットサルステージ横浜
小学生100名限定！付き添いの方の人数は制限しておりません。

子ども達へ未来への希望を拡げてもらうために、子ども達が元日本代表選手からサッカーを無償で教えてもらえるという
サッカー好きには夢のようなイベント。AJOからかもんぬ（加門知美）が代表で関わらせてもらってます。

【ゲスト選手】⭐森崎浩司さん（元日本代表、サンフレッチェ広島アンバサダー） ⭐丸山桂里奈さん（元日本代表、
2011国民栄誉賞、タレント） ⭐水内猛さん（元浦和レッズ）⭐鍋田康洋さん（現3on3/3v3フットボール選手）

この日はサッカー教室だけではなく、ブース出展や選手と交流出来る時間があったり、ステージパフォーマンスの
時間もあり、全日本女子チア部☆AJOも出演します！

【協賛を募集】
協賛して下さった方には、選手との写真撮影権利や、前日夜に選手達とフットサル＆懇親会の権利も差し上げます。
ブース出展、チラシ配布など、協賛の形は色々と用意していますので、興味ある方はご連絡下さい。
子ども達が夏休みにワクワクした時間を過ごせるよう、お力を貸して下さる方を募集しています‼
お問い合わせは、info@ajoen.jp までお願いいたします。

mailto:info@ajoen.jp
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