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回は屋根と壁の修理、第４

のチームが集 まってくれまし

ンボジア北西部の地域に収
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るのがうれしい」
「社会貢

と感 じます︒チャリティ大会 が近

益を寄付。第１回と第２回
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献に興味があって何かした

た︒以降︑毎年続 けていて︑現在

みながら世の中の役に立て

くなると﹁ カンボジアの学校補修

６回 では 各36チームに 増

までにのべ７度 の大会 を実施 しま

加。
「バドミントンを 楽 し

に﹂と寄付 の申 し出 が あ っ た り︑

初回 は24チームだった 大

す だ
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お客さんと一緒にチャリティ大会
参加費＋αが寄付に

した︒メルマガやページで募集 や

うNPO 法人 を 通 じ て、地

須田 祥充さん
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雷が最も多く敷設されたカ

う。ページ上では寄付金が

60
現地で継続的な支援を行な

代表取締役

38
の略。
と訳され、一般的には、企業が経済・
※CSR：
「Corporate Social Responsibility」
「企業の社会的責任」
環境・社会などの幅広い分野において責任を果たすことにより、継続的な発展を目指す取り組みを意味する。

39

度に、報告を更新している。

店舗さん発のちょっといいことが
お客さんの心に響いて広がったプロジェクト。世界のどこかで
誰かが笑顔になれる「それいーね！」な活動をお届けします。

被災地のバドミントン部を
お客さんと一緒にサポート

30

回以降は学習机と教卓の設

実際のメルマガは200行に及ぶため一部を抜粋。
どうして練習会をやりたいのか、現地の状況
やバドミントン部の話などが語られ、最後に
練習会への参加を募った。

会も、2011年開催の第５回、

１通のメルマガが
お客さんの共感を呼んだ

される。毎年大会が終わる

バドミントン歴30年の須田さんが運営するバドミントン用品
の専門店。店名の頑張らないは
「頭を使い、戦略を立てよう」
という意味。選手 の目線に立ったオリジナル 商品に 加え、
テクニックを解説したメルマガが人気。お客さんとの交流
にも積極的で、全国各地で講習会を実施している。

東日本大震災後に、個人的に東北でボランテ
ィア活動を行なった須田さん。現地で活動中、
被災した女川二中の全生徒13名がバドミント
ン部と知り、お客さんにメルマガで協力を依頼。
見てきた現状を伝えながら
「彼女たちがバトミ
ントンを楽しめるよう、自己負担ですがお手
伝いいただけませんか？」
と声をかけると、約
20名の人が賛同。多くのお客さんからシャト
ルなどバドミントン用品の寄付も集まり、練
習会を実現。被災地でバドミントンを楽しめ
る機会を作った。

が変わったかが詳しく報告

ジャンル

のように子どもたちの環境

http://www.rakuten.co.jp/ganbaranai-bad/
つの机や椅子を購入し、ど

頑張らないバドミントン研究会
何人の学生のために、いく

よしみつ

にメルマガとページで行な

どの地域を支援するもので、

― 店舗さん発 ちょっといいことプロジェクト ―

カンボジアの子どもに教育を！
「頑張らないバドミントン研究会」
の取り組み

ページ＆メルマガで募集
支援の詳細も報告

チャリティ大会の募集は主

