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2014年度事業報告書
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１．活動の概要

１－１．活動の方針

１－２．事業の実施の有無一覧

HanaMichiは少子化対策プロ

ジェクトとして、「出会い」「結婚」
「子育て」３つの一貫したサービ
スを提供します。
今年度は事業開始1年目という

こともあり、「出会い」のみのサ
ポートに注力することとしました。
具体的には、婚活SNS事業、婚
活イベント事業を行ないました。

カテゴリ 事業名 実施 収益（円） 費用（円） ページ

特定非営利活動に係る事業 婚活SNS事業 有 0 286,116 3

婚活イベント事業 有 9,200 126,765 5

結婚支援事業 無 － － －

子育て支援事業 無 － － －

その他この法人の目的を達
成するために必要な事業

無 － － －

その他の事業 広告事業 無 － － －
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今年度に実施した事業は、以下のとおりです。

１－３．会議に関する事項

（１）総会
①第1回通常総会
（ア）開催日時及び場所

平成26年5月1日 10:00～12;00
名古屋市市民活動推進センター会議スペース（名古屋市中区栄三丁目18番1号）

（イ）議題
①平成25年度事業報告及び決算報告について
②定款第5条、第28条、第30条、第33条の変更について
③定款変更に伴う平成26年度、平成27年度の事業計画及び予算について

↑今年度は「出会い」のみに集中！



3

２－１．会員募集

２－２．利用実績

昨年度までモニターテストを重ねてきた、HanaMichiオリジ
ナルの婚活SNS「はなプラ」。

4月1日に無事オープンすることができました。

２．婚活ＳＮＳ事業

4月より毎月（男性向け・女性向け各2回/月）、会員募集説明会を行ないました。

会員数は、44名（男性28名、女性16名）になりました。
なお、入会無料キャンペーンを実施したため、収入は0円です。

「はなプラ」 男性の投稿日記を見る画面

会員数 44名（男性28名・女性16名）

男性PV撮影 5名

男性の日記投稿数 470件

メッセージやりとり
（日記コメント等）

219通

男女の友達成立数 5組

成婚数 0組

◆「はなプラ」利用データ

◆会員の声・意気込み

好きな人に好きになってもらえるように、
自己を磨き頑張りたい （30代・男性）

大きなチャンスだと思うので、利用
してみようと思った （30代・男性）

良い方と巡り会って家族を作り、
もっともっと楽しく人生に幅や深み
を持たせたいです （30代・女性）

ハナミチで’“縁”を広げ、良縁を結
べればと思います （30代・女性）

人を思いやりながら楽しく活動したい
（30代・女性）

排水の陣的な心持です （40代・男性）

1年以内にお相手を見つけたい
（40代・女性）

30歳になる前に結婚したいです
（20代・男性）
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２－３．システムの改善

より楽しく、より快適な使用感を目指して、サービス開始後も、会員の方々より頂いた要望をもとにシ
ステムの改善を重ねてきました。
専門学校HAL名古屋でデザインを学ぶ学生と、システムエンジニアの社会人が、プロボノとして協力し
合いながら作業を進めました。

◆新機能追加
一例：コメント機能の追加

男性の日記にコメント
できる機能を追加。
より円滑なコミュニ
ケーションが可能に！

◆スマートフォン用のデザインを制作

PC用のデザインしかなかったため、
スマートフォンで見ようとすると…

従来

無駄な空間。。。

新規

文字が小さい。。。

スマートフォンでも使いやすく、空い
た時間で気軽に活動しやすくなりま
した。

ボタンが大きく
タップしやすい！
ボタンが大きく
タップしやすい★

無駄な空間を排除
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３－１．行政とのコラボレーションイベント

会員にとって「出会い」や「学び」になるイベントを、さまざまな自治体・事業者と共に、ほぼ毎月実施し
てきました。

３．婚活イベント事業

「ボランティア体験」と「婚活」を組み合わせ、さらに参加費の一部がNPOに寄付されるという
「学び×出会い×社会貢献」になるイベントを、行政・企業・団体と協働して企画・運営しました。

◆長野県下伊那郡売木村（うるぎむら） － 婚活バスツアー体験合宿

◆愛知県名古屋市 － ぼらコンBMG

◆愛知県と長野県の県境域5町村（根羽村、阿南町、天竜村、豊根村、売木村）
－ 婚活バスツアー「愛に県境はない！田舎de本気のムコヨメ探し」

5町村が主催する婚活バスツアーで、当日運営の協力をさせていただきました。

開催日 9月23日（火・祝）

場所 うるぎ星の森オートキャンプ場 （長野県下伊那郡売木村）

主催 地域おこし婚活隊NATTU （根羽村、阿南町、天竜村、豊根村、売木村）

内容 自己紹介、各町村PRタイム、カレー作り、キャンプファイヤー、告白タイムなど

参加人数 100名 （男性50名、女性50名）

カップル成立数 10組

開催日 10月11～12日（土日）

場所 長野県下伊那郡売木村

主催 売木村（観光課）、HanaMichi

内容 摘み草、栗拾い、BBQ、温泉、天体観測、宿泊、五平餅作り、稲刈り体験など

参加人数 19名 （男性11名、女性8名）

カップル成立数 不明

「少子化対策」と「過疎化対策」をテーマに、秋の味覚と自然を楽しむバスツアー合宿を共催しました。

開催日 1月25日（日）

場所 ナディアパーク （愛知県名古屋市中区栄） 、近隣の協力飲食店

主催 ぼらコン実行委員会

協力
ぼらチャリvol.3開催委員会（名古屋市、（福）名古屋市社会福祉協議会、（株）国際デザ
インセンター）、NPO法人D-Support、NPO法人HanaMichii

内容 食事マナー講座、ブライダルショー、ボランティア体験、協力飲食店で交流会

参加人数 129名 （男性71名、女性58名）

カップル成立数 不明
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３－２．サポーター（事業者）とのコラボレーションイベント

企業・個人事業主など素敵な方々と共に、「出会い」と「学び」の機会を提供することができました。

特筆すべきは、ほとんどのサポーターが、 「少子化対策」という旗のもと無償で講師や会場貸出をしてく
ださったことです。無理なお願いを聞いてくださり、深く感謝申し上げます。

5月2日（金） 笑楽先生の「大人の国語～本気で行う婚活者支援講座～」 【男性限定】

コミュニケーションに自信が持てるように。「会話のキホン」を実践形式で楽しく教えてくださいました。

◆サポーター：成歩道 笑楽（なるほどう しょうらく） 様 （講師）
茨城県を拠点に全国を飛び回り、生徒数は2万人を軽く超える人気講師。

◆場 所 ：名古屋市市民活動推進センター （名古屋市中区）
◆参 加 費 ：無料
◆参加人数 ：7名

5月5日（月） 魅力的ビフォア→アフターに挑戦！！
～ヘア＆フェイスケアを学びながら魅力的に～ 【男性限定】

プロ美容師による無料ヘアカットに加え、スタイリング方法・男性向けスキンケア
・加齢臭対策などについても、定員3名の少人数でみっちり教えてくださいました。

◆サポーター：林 由布子（はやし ゆうこ） 様 （ヘアカット、講師）
美容院BUDDY HAIR（バディヘア）のマネージャーであり、トップヘアスタイリスト。

◆場 所 ： BUDDY HAIR Leap （名古屋市昭和区）
◆参 加 費 ：無料
◆参加人数 ：3名

6月29日（日） 魅力的ビフォア→アフター 【女性限定】

定員2名で贅沢に、メイクアップやスタイリングアレンジを体験。お悩み相談の時間も設けました。

◆サポーター：美容室マリエプラス 様 （ヘアメイク、アドバイザー、会場提供）
ブライダルとの関わりも深く、パリコレのバックヤードも務める実力派ヘアーサロン。

◆場 所 ：美容室マリエプラス 千種店 （名古屋市千種区）
◆参 加 費 ：無料
◆参加人数 ：2名

6月1日（日） お料理交流会で「自分の新しい」を発見！
お料理を通じて楽しく学び愛ましょう♪ 【男女合同】

男女合同で、家でも作れる4品を教わりながら一緒に料理し、交流を楽しみながら食事しました。

◆サポーター：冨田 鼓（とみだ つづみ） 様 （講師）
料理合コンを名古屋で最初に企画された、テレビ等で幅広く活躍している料理研究家。

◆場 所 ：ウィルあいち （名古屋市中区）
◆参 加 費 ：男性3,000円、女性2,000円
◆参加人数 ：18名 （男性9名、女性9名）
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7月23（水） 恋愛結婚コンサルタントが教える 愛されるレッスン！ 【女性限定】

定員3名の恋愛カウンセリング。前に進むため、自分をよく知り邪魔なものを捨て、不安を取り除きました。

◆サポーター：八幡 仁美（やはた ひとみ） 様 （恋愛結婚カウンセラー）
恋愛から結婚に繋げる「恋愛結婚カウンセリング」を行なう、ブライドコンシェルジュ。

◆場 所 ：企業支援コンサルタント愛知 （名古屋市中区）
◆参 加 費 ：無料
◆参加人数 ： 1名

10月13日（月・祝） ピラティス体験で「インナーマッスル」を鍛えよう！ 【男女別クラス】

普段使わないインナーマッスルを鍛え、美容・健康・自信につながるエクササイズをしました。

◆サポーター：長尾 富美子（ながお ふみこ） 様 （インストラクター）
ルートNFC/ビューティ＆ピラティススタジオN代表。NYでSTOTT PILATESの資格を取得。

Work ＋ Ride 様 （会場提供）
写真撮影の対象は人物、フード、建築など幅広く、撮影のみでなく企画提案も得意とする。

◆場 所 ：Work ＋ Ride フォトスタジオ （名古屋市中村区）
◆参 加 費 ：無料
◆参加人数 ： 14名 （男性4名、女性10名）

7月22日（火） ヨガ体験で「美しいバランス」を発見！ 【女性限定】

ヨガの経験が全くない方でも簡単にできるヒーリングヨガを、丁寧に教えてくださいました。

◆サポーター：井上 靖子（いのうえ やすこ） 様 （インストラクター）
「ヨガをベースに、心と体が美しく生まれ変わる」をコンセプトに活動するヨガインストラクター。

貸衣装のmaruichi 様 （会場提供）
創業50年以上、アイテム数は東海地区トップクラスで、名古屋の貸衣装屋といえばココ。

◆場 所 ：貸衣装のmaruichi スタジオ （名古屋市千種区）
◆参 加 費 ：無料
◆参加人数 ：6名

11月3日（月・祝） 学園祭プチデート交流会 でら☆フェス２０１４ 【男女合同】

ヒューマンアカデミー名古屋校が開催する学園祭で、模擬ブライダルショーを見るなどプチデート体験！

◆サポーター：総合学園ヒューマンアカデミー名古屋校 ブライダルカレッジ 様 （イベント開催協力）
ブライダル業界への就職を目指し、卒業後すぐ現場で活きるスキルを学べる専門学校。

◆場 所 ：久屋大通公園 久屋広場 （名古屋市中区）
◆参 加 費 ：1,000円
◆参加人数 ： 6名 （男性3名、女性3名）
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12月14日（日） 第一印象がアップする！もう一度会いたいと思わせる人になる 【男性限定】

女性に好印象を与える話し方、立ち居振る舞い、身だしなみなどについて、女性講師から学びました。

◆サポーター：土居 雅子（どい まさこ） 様 （講師）
結婚相談所ミヤビマッチング代表。婚活者と同世代であり、親身なサポートに定評がある。

貸衣装のmaruichi 様 （会場提供）

◆場 所 ：貸衣装のmaruichi スタジオ （名古屋市千種区）
◆参 加 費 ：1,000円
◆参加人数 ： 8名

12月14日（日） 運命のウェディングドレスを見つける！体型別の悩みを解決 【女性限定】

体型別で似合うドレスやトレンド、試着時に花嫁が迷うこと・困ることの事例などを学びました。さらに参加
者の中から希望者1名限定で、実際にヘアメイク＆ドレス着用して花嫁に変身していただきました！

◆サポーター：貸衣装のmaruichi 様 （講師）
美容室マリエプラス 様 （ヘアメイク、スタイリスト）
土居 雅子（どい まさこ） 様 （司会進行）

◆場 所 ：貸衣装のmaruichi スタジオ （名古屋市千種区）
◆参 加 費 ：1,000円
◆参加人数 ： 8名

10月5日（日） 交流＋学びワークショップ 「男女のホンネ」 【男女合同】【会員限定】

異性に求めることや理想の家庭像などなかなか聞けないお互いの価値観について、男性と女性で大いに
意見交換をしました。また、会員限定だったため、SNS「はなプラ」を利用した感想や意見もお聞きしました。

◆場 所：第2太閤ビル8F 貸会議室 （名古屋市中村区）
◆参 加 費：無料
◆参加人数： 8名 （男性5名、女性3名）

2月7日（土） バレンタイン直前！ チョコをちょこっとかじっちゃえパーティー！ 【男女合同】

バレンタインに関する男性と女性の想い、好印象なチョコの渡し方・受け取り方など、シミュレーションも
交えながら男女のホンネを学び合い、チョコなどお菓子片手に交流した後、メッセージ交換をしました。

◆場 所：名古屋市市民活動推進センター （名古屋市中区）
◆参 加 費：非会員1,000円、会員500円
◆参加人数：13名 （男性8名、女性5名）

３－３．HanaMichi単独開催イベント



４．メディア掲載実績、情報発信活動

４－１．メディア掲載実績
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◆7月15日 名駅経済新聞、Yahoo！ニュース

アクセスランキング２位に！

名古屋・中村区にNPO「ハナミチ」 －異業種メンバーが結婚・子育てサポート

名古屋市中村区に少子化対策事業を手掛けるNPO法人「HanaMichi（ハナミチ）」（名古屋市中村区太閤通4）が
事業所を開設して3カ月がたった。

会社員の加藤康平さんが理事長を務める団体メンバーは、10～40代の社会人や学生で構成。ブライダル、映

像、デザイン、ウェブシステムなどそれぞれ専門スキルを持った人が集まり技術を出し合い、無償で社会貢献を
行う「プロボノ」を採用するほか、ブライダル関連企業やスポンサーによるサポートも受けて運営している。主に少
子化問題解決のための活動を行う。

加藤さんは、もともとNPOやNGO団体に所属しゴミ拾いなどボランティア活動をしてきた。「学生のころに生死に

関わる経験をしてから、仲間に支えられて生きていることをあらためて実感した。自分ができることで役に立てる
ことを考え、20代から社会活動を始めた」と振り返る。

当時、興味のあったNPO団体の社会貢献活動のほか、ブライダル業、イベント業も仕事として手掛けた。「ハナミ
チ」は、出会い、結婚、出産・子育てのプロセスを少子化問題解決のための「社会貢献」と捉え、3つのウェブサイ
トを通じてトータルでサポートする。

「結婚願望はあるけどうまくいかない、すてきな心を持つ人なのに、アピールやコミュニケーションが苦手な人も
たくさんいるという現状と、頑張っている人を応援し協力するという自分が学んで体験したことから考えた」。

「出会いの場」として設けたという独自制作のSNS「はなプラ」（会員限定）では、男性がプロモーションビデオや

日記などで「自分の魅力」を公開。女性は、男性の日々の書き込みを閲覧し、「ステキ！」ボタンなどによる応援や、
その男性においてのアドバイスなどをフィードバックすることができ、好意を持った男性にアプローチできる。

提携店からの優待サービスや、婚活パーティーやセミナーなどのイベントに参加することができる。「はなプラ」
の利用料は、男性＝2万円（年）、女性＝1万円（同）。サイトの管理、運営費、説明会等の経費に使用する。

同NPOでは現在、年内構築予定の式場紹介サイト「はなたば」、来年構築予定の子育て支援サイト「はな畑」の

準備を進めている。加藤さんは「相手のためになる『社会貢献』を通じて、楽しんで結婚活動をしてもらえるとうれ
しい」と笑顔を見せる。

以下、記事全文。 ※名駅経済新聞より許可を頂いております。
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◆9月1日 ボランティア情報誌『ボラみみ』9月号 巻頭特集



４－２．愛知県ポータルサイト「あいこんナビ」掲載

４－３．名古屋市イベント「ぼらチャリvol.3」参加

愛知県健康福祉部子育て支援課による、出会いサポートポータルサイ

ト「あいこんナビ」。 この中の「結婚相談を行っている団体」一覧に、初そ
して唯一のNPO法人として紹介いただきました。
会員募集やイベント参加者募集でも、この「あいこんナビ」を利用させて
いただいています。
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名古屋市市民活動推進センター、名古屋市社会
福祉協議会等が主催する社会貢献文化促進イベン
ト「ぼらチャリvol.3」に参加し、団体PRをしました。
チャリティプログラムでは92票の投票を頂き、参加

した19団体中4位で67,265円の寄付を頂きました。
頂いた寄付は、事業の運営に使わせていただきま
す。投票ありがとうございました。

HanaMichiの活動は今までにない仕組み・サービスが多いため、文章ではなく映像で説明する動画を、
映像プロデューサー、ラジオDJ、映像制作学生団体がプロボノとなり制作しています。

その動画を集めたサイトをHPに併設し、HanaMichiの組織形態や活動内容、SNS「はなプラ」について、
感覚的に理解いただけるよう努めました。

また、YouTubeやGoogle for NonprofitsといったNPO向け無料サービスを活用し、
「結婚したいけれどできていない」方がHanaMichiに辿り着くための多様なチャネルを設けました。

４－４．動画集サイト開設、YouTube、Google for Nonprofitsの活用

動画集サイト画面 YouTube画面。NPO向け無料広告サービスを使い、
動画からHPに直接アクセスできるようにしました。
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HanaMichiは様々な行政・企業・団体と協働して事業を展開しています。
2014年度に関わってくださった方々の紹介をします。

５．関わってくださった行政・企業・団体

組織形態 組織名 協力内容

行政

長野県下伊那郡売木村 観光課 婚活バスツアーイベントの共催

愛知県名古屋市 市民活動推進センター ぼらチャリ応援企画「ぼらコン」開催協力

愛知県 子育て支援課 「あいこんナビ」への情報掲載

企業・
法人

美容室マリエプラス
パリコレバックヤードも務める実力派ヘアーサロン

魅力アップ（メイク）イベントの共催

貸衣装のmaruichi
創業50年以上、老舗の貸衣装屋

撮影スタジオ提供・イベント会場提供

総合学園ヒューマンアカデミー名古屋校
「学生の希望就職実現」を目的とする全日制専門校

学園祭内でのイベント開催

Work + Ride
写真撮影の対象は人物、フード、建築など幅広い

イベント会場提供

NGOア∞ス
「ツマラナイことをオモシロく」が理念のNGO

ゴミ拾いイベントの開催

ルートNFC
ボールボクササイズ・ピラティスマシンスタジオ

魅力アップ（ピラティス）イベントの開催

BUDDY HAIR Leap
名古屋を中心に展開している美容院

魅力アップ（ヘアカット）イベントの開催

個人

成歩道 笑楽
生徒数は2万人を軽く超える人気講師

コミュニケーション力向上講座の開催

井上 靖子
心身共に健康で美しくするヨガインストラクター

ヨガイベントの開催

冨田 鼓
料理合コンを名古屋で最初に企画した料理研究家

料理交流会イベントの開催

八幡 仁美
「恋愛結婚カウンセリング」を行なうコンシェルジュ

恋愛カウンセリングイベントの開催

土居 雅子
婚活者と同世代であり、親身なサポートに定評

食事マナー講座 他イベントの開催

（敬称略・順不同）
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★理事長 加藤 康平

おわりに．理事あいさつ ～1周年を迎えて～

★副理事長 羽柴 宏典

★副理事長 堀 雄司

2014年4月にHanaMichiをローンチして一周年を迎えることができました。
これまで一緒に支えて下さった皆様には心より御礼申し上げます。HanaMichiの仕組みは、地域ぐるみのサポート

が必要不可欠で、少子化という社会課題の解決に問題意識を持って頂ける皆様に、引続きのご支援とご協力を
宜しくお願い申し上げます。HanaMichiも二年目を迎えることができ、更なる飛躍を目指して、チーム一丸となり、

テーマである「想いやりという支援」によって「楽しく社会貢献しながら結婚活動を」をモットーに、志高く、今後も社
会貢献を楽しんで精進して参ります。

独身参加者の方々から嬉しいお言葉や、実際にお手伝いさせて頂いた方の交際や結婚が決まったことなどを

お聞きすると、本当に嬉しく、また我々も楽しく社会活動ができ、皆さんと共に進んでいくことが、社会貢献の面白
さと日々感じています。

また今後のHanaMichiにとって欠かせないサポーターの皆様からも、いつも応援して頂き、ボランティアでのご協

力を心より感謝致します。振り返るのはまだまだ早いですが、ローンチ前から応援して下さったり、共に汗をかい
て下さったりと、涙が出るほど素敵な方々に支えられて一年という日を迎えられたと感じています。最近では、
徐々にお心のある企業様や団体・行政様、志高い個人の社会人や学生の方々からもお声がかかってきており、
ご紹介も下さったり、我々に代わってサポーター募集やチラシ配布周りなども率先して下さる方も増え、涙が出る
ほど素敵な方々ばかりで、HanaMichiは本当に素敵な心の方々に支えられていることを実感致します。

HanaMichiとしても、まだまだスタートアップ時期で力不足な部分も多々ありますが、共に一歩ずつ二人三脚で
進んでいき、希望の足跡を残していけたら嬉しく思います。

いつも一生懸命に学びながら世の為、人の為に模索しながら頑張る学生スタッフさん達の輝く笑顔も、私を楽し

く活動させてくれるエネルギーになっています。そして、お仕事の多忙な中、志を高く、沢山の輝く汗を共に流してく
れる社会人スタッフの笑いと熱さが私を震撼させてくれます。

皆さんには大切な人がいます。その大切な人も大切な人がいます。大切な人達ばかりです。大切な人への想い
やりが沢山の笑顔あふれる社会を創り上げると信じています。

一度きりの人生というタイムを、誰もが一つだけ持つことができる命を、思いっきり楽しんでみたいものですね。

一年を通し、新しい出会いがたくさんありました。新規の利用者の方々、御協力頂いているサポーターの方々、お
手伝い頂いている学生さん達、この場を借りて御礼申し上げます。

私自身、この一年は、システム開発を主として、はなプラの機能追加やスマホ対応に取り組んできました。…が、ま

だまだ作りたいのに作りきれていない機能が一杯で、非常に申し訳なく思っています。これからも随時機能を追加し
て行く予定ですので、長い目で見ていただけると幸いです。

まだまだ至らない部分が多くありますが、御協力頂いているかたに報いるために、利用者様によりご愛顧いただけ
るように、これからも頑張って行く所存です。
今後ともHanaMichiを宜しくお願い致します。

まずは一年間、関わってくださった方々に心よりお礼申し上げます。そして、この事業報告書をこんな最後の部分ま
で読んでいただいたあなたに、心より感謝致します。ありがとうございます！

この一年、HanaMichiの活動を通して、個人的に「一番嬉しかったこと」は、多くの方の温かい心です。
会員になって下さった独身の男性・女性の皆さんは、「SNSはこういう改善をしたらもっと面白いよ！」とか、「こういう

イベントやると良いと思うよ！」といった前向きなご提案をして下さる方ばかりで、本当に心の温かさに胸を打たれま
した。また、イベントや広報面でご協力いただいた行政・企業の皆様も、「一緒に少子化対策やっていきましょう！」と
いう共感をいただき、甚大なご支援・ご協力をいただきました。

今後も温かい心のつながりで、温かい社会をめざして、少子化対策を進めて行きたいと思います！


