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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。
今月は通算第10号！
先月は合併号として2か月分のご報告をしましたが、今月は7月の活動報告などを
めいっぱいお知らせいたします！
応援アワードに向けても着々と準備が進み、いよいよエントリーも開始いたしました！
そしてこのまま11月19日開催の応援アワードに向かって走り続けます！
毎日暑い日々ですが、暑さに負けず頑張っていきましょう！

全日本応援協会代表理事

朝妻久実
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｢応援アワード2022 ～THE FIRST～｣始動！
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」。
4/23-5/30クラウドファンディングに挑戦し,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!!
実は…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、毎日生配信をしたり、メンバーみんなで発信活動を行い、
最後の最後奇跡が起こったのです。皆様に、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、ウェブサイトも
お披露目させていただきました。
（これからさらに充実していく予定）

エントリー開始！
募集部門は
「応援エピソード部門」
「応援アイディア部門」。
詳しくは、WEBサイトをご覧ください。
自薦他薦問いません。
あなたのエントリーが、世の中を
ちょっとよくするかもしれない！
どなたでも応募可能です！

～NEWS～

審査員、Special応援サポーター
続々決定！

応援アワードを応援いただく審査員や選考
に携わる方、アワードを一緒に盛り上げてく
ださる方々が続々決定！

芸能界、アスリート、講演家、経営者、
様々な業界の方がアワードを応援して
下さっています。紹介は次号で！！
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2022年7月1日～7月31日 活動報告

＊北海道知内町講演 【応援には人生を変える力がある】
北海道知内町教育委員会からのご依頼で子ども向けチア体験会と、大人向け講演会の講師
として参加させていただきました。知内町は「牡蠣vsニラ祭り」が有名な町です。
まず子ども&親御さん向けに、チア部☆のオリジナル曲「Go Fight Go Soul」にのせて簡単にで
きるチアエクササイズを行いました。初めは「難しそう〜」という声が上がりましたが、1時間後
には皆さん立派に踊れるように！最後はポンポンを持って笑顔でダンス♪♪
子どもたちからも「楽しかった♪」と好評をいただきました。
その後は「応援のチカラ」に関する講演。
「応援って何？」「応援はされる側だけではなくする側も元気になれる」「応援と幸福の関係」

などを映像、エビデンス、インタビューなどをおり混ぜながらお伝えし、最後は、みんなで学園
天国に合わせてコール&レスポンス♪♪とても熱い時間となりました！
小学校教員の方なども参加されて「子どもたちとの関わり方の参考になりました」とのこと。
またご自身が今抱えていらっしゃることを相談して下さる方も。

「クミッチェルには心を開きたくなる」と真剣にお話をさせて頂き、最後は笑顔でお別れができ
ました。知内町の皆さん、本当にありがとうございました！今度は是非お祭りなどにも
伺いたいです。Go Go 知内町！！Go Fight Wi------n!!!!

＜応援活動＞

＊弘前実業高校講演 【応援の力が明日を変える】
青森県弘前実業高校1.2年生240人への講演。この日は雨と雷の激しい日でした。
♦応援のチカラってすごい！♦どんな逆境からでも応援があれば頑張れる！
♦応援インタビュー♦みんなで応援timeなどのプログラムで、話を聴くだけではなく、
アクションを混ぜて、皆さんが応援に「参加」できる構成にしました。
結果、思った以上に生徒さんが参加してくださり大盛り上がり！
「数学と物理を頑張りたい」「野球の夏大会応援して欲しい」「バスケでスタメンになる！」
1人の目標に対して、会場中のみんなが"ファイトー✊"と応援する。
応援された本人も初の体験で嬉しくなり、応援している側も一体感を感じながら
嬉しそうな相手を見て自分も元気になる。まさに応援体感ワークです！
全員と気持ちが通じあったような、そんな時間でした。
帰りの新幹線にて、女子生徒さんが、とっても素敵な感想を送ってくれました。
講演は応援。もちろん応援を届けるだけではなくそこに応援し合うコミュニケーションが
生まれるために「応援マインドの種」を蒔いています。
弘前実業高校の皆さん！ありがとうございました！！ （担当：クミッチェル）

＊TOYP表彰式
7月4日、日本青年会議所主催｢JCI JAPAN TOYP2022(青年版国民栄誉賞)」の受賞式典が行
われ、代表の朝妻が会頭特別賞を頂くことができました。
残念ながらグランプリには届きませんでしたが、全国から集まった総勢363名の中からファイ
ナリストとして20名に選ばれ、特別賞を頂いたことは、朝妻にとってもAJOにとっても、たくさ
んの刺激と自信を得ることのできた貴重な経験でした。
4月に行われた敗者復活戦(投票)から、本当にたくさんの方々から応援を頂きましたこと、こ

の場を借りて改めて御礼を申し上げます。本当にありがとうございました。朝妻自身「改めて
応援の素晴らしさを実感した！」と語っていたように、これからは更にグローバルな視点で｢
応援文化の浸透｣を実現すべく覚悟をもって更に前進していきます。今後の展開にご注目く
ださい！

＊第2回応援交流会！！
7月8日応援アワード本番に向け、多くの企業さまにその想いを知って頂き、アワードを盛り上げ

て頂くために、エージェントゲートの祖上様と共に開催する、「応援交流会」に、公式アンバサダ
ーとして、パフォーマンスと盛り上げを行いました！

ご参加頂きましたのは、様々な企業の経営者様や、メディア関係、また女性のライフスタイルを
応援する大学生のボランティア団体の方々など、沢山の素敵な方々。
チアパフォーマンスとしては、ドリームランド、ヤングマン、学園天国、Go fight！Go soul！など、

巻き込み応援をさせて頂きましたが、流石応援マン、応援ウーマンの皆さんの集まりでしたので
、皆さんノリノリで会場内に応援スパイラルを巻き起こしてくださいました！
この「応援交流会」11月19日(土)ベルサール御成門タワーで開催されます
「応援アワード」に向けて、毎月開催される予定ですので、引き続き、皆さんで
応援スパイラルを巻き起こしていきましょう🌟🌟 （担当：かなぶん）
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【SDGs×応援】
地球温暖化で海に沈む国として良く聞くのが「ツバル」です。海抜最高4.5メートル、面積は東京都の1.3倍の小さな国です。気
候変動で影響を受けやすく、海面上昇に伴い沈むのではと言われています。

ここは日本だし関係ないと思う方も多いのではないでしょうか。故郷である自分の国がなくなること考えたことがありますか？
言語、文化、伝統、歴史がなくなること「存在」がなくなること考えられますか？

他の国に行っても語り継ぐことはできるかもしれませんが、その場でしか感じられない空気感ってありますよね。例えば私の場
合、短期留学中に見たイギリスの桜も綺麗でしたが、日本で見る桜が素朴で可憐でやっぱり1番良いなぁと恋しく感じました。
故郷は自分に染み付いてるものだから簡単には切り離せません。国がなくなること、誰かの故郷がなくなることが
どういうことか考えてみませんか。
地球も各国も一つ、唯一無二のものなのだから大切にしていきたいです。

全日本女子チア部☆AJO SDGｓ担当 ゆなてぃ

＊日本牛フェス行ってきました！！
先日は、7月16・17日にDaishi One Parkで開催された、「日本牛フェス」へチア応援に行っ
てきました！！
公園内に並ぶのは沢山の肉、肉、肉！

肉屋、万燈さんの日本最高極上の肉でホルモン、肉寿司、ステーキなど、色んなお肉を
いただきましたが、本当にほっぺたが落ちるくらい美味しかったです！
そして、会場となったDaishi One Park！
この公園、一年限定で開放している公園です。

元々更地の空き地を、川崎大師エリアの行政と市民の方で、地域活性化のため、毎週
さまざまなイベントを開催している、すごいクリエイティブな公園。

主催している皆様も、心から地域を良くしていきたいと考えている素敵な方々ばかりで、
応援に関わらせていただき、とても楽しかったです！
Daishi One Parkでは星空ディスコなど、毎週いろんなイベントやっている
ようなので、ぜひ、一度足を運んでみてください！！ （担当：ばんび）

＊２県JC合同パーティー！！
７月16日、代表のTOYP表彰式にてご縁ができた、某県のJCの方のお声掛けによる、
2県JCの合同パーティーが催されました。

両県は災害発生時などにお互いが支えあうことで連携しており、多くの参加者の中、会場は熱気
にあふれ、互いの名産品を景品としたくじ引きなどでも大いに盛り上がりました。

もちろん私たちも盛り上げの一助として、両県の代表となる方をステージにあげるなど、全力で応
援を届けました。
JC(日本青年会議所)の皆さんの相手を想うという応援マインドは、私たちの想いとも通じるものが
あり、これからも何かできることはお手伝いしていきたいと改めて感じます。
今後は全国のJCさんともつながっていきたいと心に誓いました！

＊well being！！
7月30日、Well Beingに出演、そして応援いたしました！主催者の方や、エンターテイナー
方々の皆の想いが詰まったエンターテイメントパーティーでした。

まだまだ大変な状況の中、それでも現実に向かい合わなければなりません。健康的、社会
的、福祉的、今を生きる人として幸せな状態を作りたいという想いが込められています。

私たちも朝チアや出張チアが急激に減り、今まで培ってきたものが無力に感じる時もあり
ました。ですが「応援」だけは皆の心に強くありました。日本中が元気になってほしい、自分
達には何ができるだろうとたくさん考えました。だからこそ主催の方の、皆が幸せになって
ほしいという想いに共感しました！
チアのパフォーマンスでは、Go Fight Go Soulのサビをお客さまと一緒に踊り、
とても盛り上げて頂きました！
ジャンルの違う様々なエンターテイナー方々と、お客さまと素敵な時間を共有できて
嬉しかったです^ ^ （担当：ゆなてぃ）

＊パエリアサミット応援！！
7/31にチア部はパエリアサミットを応援に行って参りました！今年は7/30･31と2日間、会場は阿佐ヶ

谷の馬橋稲荷神社。私達が応援に行った日はなんと！国際パエリアコンクールの日本代表を選出
すべく全国から集まったパエジェロ（パエリア職人）達が同じ具材、味付けで腕を競うとても熱いイベ
ントの日でした。そしてこの日はもうひとつのメインイベント！直径3mの鍋で作る巨大パエリア！！
普通に作るのも大変なパエリアを大勢のパエジェロが協力して4時間かけて作り上げていました。そ
の量なんと1,500人分！具材も鶏肉65kgと更にそれと同等のウサギ肉！パエリアの本場ではウサギ
肉が主流なんだそうです。イベントを盛り上げる為のステージの真横でチア部も熱い思いで
応援して来ましたよ！素敵な笑顔が溢れる素敵なイベントでした！（担当：砂叶）



＜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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＜応援学開催！＞
応援学導入セミナー～応援の力のヒミツ～

＊8/15 10時～11時45分
＊8/16 20時～21時45分

※詳細はAJOHPまで

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

＜今後の活動予定 8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
＊8/13 チア部☆サマー研修
＊8/19 サッカー教室出演 ＊名古屋出張チア
＊8/21 名古屋出張チア
＊8/27 旭川出張チア
＊9/24･25 ツーリズムEXPO2022

＜会員活動＞
＊24日 【AOP会】
今回も盛り上がりました！
◉それぞれが応援したいことされたいこと
◉応援アワードに向かってどう盛り上がっていくのか！？

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！

＜社会貢献活動＞チャリティー防犯清掃活動（大田区＆新宿）
7月のチャリティー防犯清掃活動は、夏休み企画ということで、新宿区＆大田区＆神奈川チーム
合同で「ゴミ拾い大会」を開催しました！！大人 31名、学生 12名、子供 27名、合計70名の方
が参加してくれました☆ゴミ拾い大会ということで、5〜6名でチームを作り、1時間でたくさん拾っ
てきたチームが優勝です♪

優勝準優勝は子ども達のチームが獲得しました！とっても暑い中頑張った皆様には、最後にア
イスクリームのプレゼントが！どのチームも汗だくになりながらも、笑顔がたくさん溢れる時間に
なりました☆また、今回は拾ったゴミをリサイクルしよう！ということで、ペットボトルを分別して集
めました。

このペットボトルキャップは、株式会社湘南貿易様のご協力により、色分けして粉砕し、様々なも
のに加工します。今回は、8月にEFF主催でこども達向けのサッカー教室を開催するため、そこで
使うコーンをペットボトルキャップを使って作成しました！
ゴミは捨てずに循環させれば資源になるということを子ども達に体感してもらえれば幸いです。
また、同時開催として新宿でも７名の方が参加してくださいました。
この活動を開始してから１年。8月は28日を予定しておりますので
沢山の方のご参加をお待ちしております（担当：かもんぬ）

＜お知らせ＞
フジテレビ某番組出演！
先日よりフジテレビの番組取材が入りました。
朝チア（ある方と朝チアを一緒にするということで、
西葛西駅でも行いました）や普段の活動、
MTGなども撮影頂き。
結構濃い内容になっている模様です。
放送は9月初旬予定ということですので、
決まりましたらまたSNSなどでも発表させて頂きます！
楽しみにお待ちください！
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