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2020年も一般財団法人クリステル・
ヴィ・アンサンブルにご賛同、ご支援いただ
き、心より御礼申し上げます。毎年12月
に一年の活動の振り返りとともに、皆様に
ご支援いただいた御礼と想いをお伝えでき
ればと思っております。

2020年は日本はもとより、世界中の
人々にとって、大きな困難に直面した1年
でした。年明けから新型コロナウイルス感
染症の拡大が始まり、またたく間に世界
中に広がりました。今でも収束の気配もな
く、多くの人々が罹患し命を落とされてい
ます。新型コロナウイルス感染症で亡くな
られた方、およびご家族、関係者の皆様
に謹んでお悔やみ申し上げます。また、こ
のような困難のなか、日々最前線で対応
されている医療従事者の皆様に心から感
謝と敬意を表したいと思います。

コロナ禍においては、現場で活動する
方々にも大きな影響がでています。犬猫
の保護団体では、譲渡会やイベント中止
に伴う譲渡費用や寄付金の減少、グッズ
販売の収益低下、飼育費や医療費など
の維持費の増加により、日々の保護活
動の継続・運営維持が困難となり、犬猫
のアニマルウェルフェアにも影響がでることが
懸念されています。私たちは、この未曾有
の事態に何かできないかと検討を重ね、
100団体に各20万円の支援を行う「新
型コロナウイルス感染症拡大に伴う 犬猫
の保護団体への運営維持等対策支援
〜保護犬・保護猫のアニマルウェルフェア
を守るために〜」を開始しました。4月下
旬から協議を開始し、5月18日〜31日
までお申し込みを受け付け、受付開始か
ら支援金のお渡しまで２ヶ月以内で終え
ることができました。今回のご支援が少し
でも保護犬・保護猫を救う活動を継続す
る一助になればと願っております。私も頂
いたメッセージをすべて拝見し、保護団体
の皆様が置かれている厳しい現実をより
理解いたしました。同時に、多くの嬉しい
ご報告もいただきました。支援金に限りが
あり、お申し込みいただいたすべての団体
の皆様にご支援が届かなかったこと、現在
も続く難しい状況を理解している中、大
変心苦しく思っております。今後、当財団
として様々な形で保護活動に携わる皆様
をご支援していきたいと考えております。

新型コロナウイルス感染症の第３波が
きているなか、まだまだ動物保護の現場も
難しい状況が続きます。当財団だけでは
なく、他の団体様や企業の皆様から保護
活動、現場で尽力される皆様へのご支援
が続くことを期待しております。

当財団では通常のセミナー開催を中
止し、4月からフォスターアカデミー セミナー
をオンライン化いたしました。10月からはユ
ニ・チャーム様から協賛いただき、You 
Tubeで定期的にセミナー動画を配信し
ております。是非チャンネル登録して配信
をご覧ください。また、12月からウェルカム
ペットキャンペーンの第4版が発行されま
す。今版は、「いくつになっても犬猫と暮ら
したい」を特集として、いつまでも犬猫と安
心して暮らせる活動を紹介しています。コ
ロナ禍において、ペットブームが到来してい
ると見聞きしますが、様々な仕組みや知
恵により、保護犬・保護猫を安心して迎
えることができる社会になればと願っていま
す。今回も10万部の配布を予定しており
ます。配布にご協力いただける方は是非
ご連絡ください。

新たにチャレンジしたクラウドファンディン
グでは、「犬猫の保護活動をする動物病
院（フォスター動物病院）の支援」、「希
少猛禽類の終生飼育個体のQOL向上
支援」、「ボルネオ島の植林・育林の支
援」の３つのプロジェクトを起案し、それぞ
れ、113万円、568万円、53万円をご
支援いただきました。日経新聞が運営す
るサイトということで、新たに活動を知って
いただけたのではないかと思っております。
今後も、様々な媒体で啓発や支援が行
えるようチャレンジし続けます。

今年は自然災害や環境破壊という面
でも、オーストラリアの森林火災、アマゾン
の森林破壊、九州・中部地方での豪雨
被害、中国の大洪水、モーリシャスの重
油流出、ロシアカムチャッカでの海洋汚染
など、回復まで何年、何十年もかかるよう
な大きな被害が発生しました。私たちは、
これまで当たり前だと思っていた環境や社
会が、一瞬に変わってしまう恐ろしさを目
の当たりにしているのではないでしょうか。
私たちの生活は密接に動物や自然環境
とつながっていて、直接的・間接的に大き
な負の影響を与えています。私たち一人

ひとりの行動や選択が変われば、大きな
変革につながることを信じて、プロジェクト
レッドの活動も続けております。

ボルネオプロジェクトでは、ご購入いただ
いた昨年分のアクセサリーの売上寄付金
（総額1,416,852円）をボルネオ保全
トラスト・ジャパンさんへ贈呈いたしました。
累計550万円を超える寄付金は、保護
された野生のボルネオゾウの仔ゾウのミルク
代3.5トン、そしてボルネオの動物たちの
生活圏を広げるための熱帯雨林の育林
活動に活用されています。「ボルネオ 伊
勢丹」と検索していただけると、寄付つきの
アクセサリーをお求めいただけます。

私自身は、11月末に番組取材で釧
路にある猛禽類医学研究所に伺い、シマ
フクロウの生息地や保全活動について、
代表・獣医師の齊藤慶輔先生にご案内
いただきました。これまで生息地も明かさ
れず保護されてきた日本固有の希少猛
禽類シマフクロウの存在を通して、野生動
物と現代に生きる私たちとの関係、保護
の重要性をお伝えしたいと思っております。

私たちは2014年5月に当財団を設
立し、世界から日本が注目される東京オ
リンピック・パラリンピックが開催される
2020年までにアニマルウェルフェアにのっと
った犬猫の殺処分をゼロにすることを大き
な目標に掲げ活動をしてきました。多くの
方々の力で、殺処分数は12.8万頭から
3.8万頭になりました。日本では、昨年6
月に動物愛護管理法改正法が公布さ
れ、犬猫の飼育・繁殖における数値規制
は来年6月から施行されます。改正法に
より、日本のアニマルウェルフェアが向上す
る大きな一歩となるでしょう。ただそのため
には、私たち一人ひとりが人間と動物の関
係をより理解し、選択や行動を変えていく
ことが、何よりも大切だと考えています。引
き続きアニマルウェルフェアの向上と殺処分
の低減、そして野生動物保護・生物多様
性保全は、当財団の大きな目標であるこ
とは変わりません。来年も皆様の温かいご
支援、ご賛同をよろしくお願い申し上げま
す。
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WELCOME PET CAMPAIGN プロジェクトスポンサー（敬称略）

当財団唯一の紙媒体であるWELCOME PET CAMPAIGNのスポンサーとして、年間10万部発行の啓発冊子の作成・配布を支えて
いただいております。2020年12月から第4版の配布が開始されています。

ユニ・チャームペット
（ユニ・チャーム株式会社）

「人とペットの共生社会を実現する」という理念を掲
げ、人とペットがお互いに支えあえる社会の実現を
目指していらっしゃいます。

ディアペット
（株式会社インラビングメモリー）

ペットのメモリアル専門の企業様で、神宮前の東京
本店をフォスターアカデミー ベーシック講座の会場と
してご提供、またパネルの設置もしてくださいました。

共立製薬株式会社

2015年発行の第1版より継続してご支援いただい
ております。就職説明会ではPanel for Lifeのパ
ネルも設置していただきました。

継続してご寄付いただいている法人様（敬称略）

当財団の活動全般にご賛同いただき、寄付によるご支援をいただいております。

Oakキャピタル株式会社

株式会社タニタ BOUQUET BOUQUET株式会社ブギ

株式会社ミツウロコグループホールディングス 株式会社花やの六さん株式会社ギフトライフ

当財団のスポンサー（敬称略）

当財団の理念、活動にご賛同いただき、寄付によるご支援をいただいております。当財団の運営、活動の大きな支えとなっております。

株式会社三越伊勢丹ホールディングス 豊島株式会社

財団設立当初より、伊勢丹オンラインストアにて、
財団オリジナルアクセサリー等の販売および売上の
一部を寄付いただいております。

オーガニックコットンブランド“オーガビッツ”やサステナ
ブル素材の採用に賛同するアパレルブランドとのコラ
ボレーションを通じて、当財団への支援を広げてい
ただいています。

昨年より「動物たちと共に心地よく暮らせる世界へ
－Animal Welfare , No Cruelty－」のキャン
ペーンを通じて寄付を継続いただいています。

収益の一部を当財団の運営・活動に対するご支
援としていただいています。また社員の有志の皆様
からのご寄付もいただいています。

「命」の象徴である赤い花でまとめたpetit roseと
いう名のフラワーアレンジメントの販売を通じて、当
財団にご寄付いただいています。

引き出物の新しいカタチとして「ウェブカタログギフト」
を展開。カタログから選び受け取る商品・サービスに
当財団への寄付を含めていただいています。

2017年より、ミツウロコグループで運営するショップ、
カフェテリアおよびレストランにおいて募金活動を行っ
ていただいています。

プリザーブドローズを使ったオリジナルアレンジの販売
を通じて当財団にご寄付いただいています。

書籍、CDやDVDを「本棚お助け隊」にお売りいた
だくと、査定額の10%分が上乗せされた金額が、
当財団に寄付されます。

ワンちゃんのイラストが描かれた活動量計「ワンコと
お散歩活動量計」を販売。8000歩散歩するごと
に5円が当財団に寄付されます。
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株式会社ジョア

「アンサンブルプロジェクト」のラベルがついたしごと服
1着の購入につき、100 円を当財団にご寄付いた
だいています。

奨学金のご支援および奉仕活動を主とした財団
法人で、2019年度より、プロジェクトゼロの活動に
多大なるご支援をいただいております。

株式会社ニールズヤード レメディーズ

一般財団法人
ホシザキ新星財団



1月 20 日（月）Japan Taxi社によるPanel for Life啓発動画再放映（〜2020/4/5）
31 日（金）アイペット損害保険株式会社「ワン！にゃん！かるた2020」かるたキャンペーン終了

31 日（金）「未来ショッピング」クラウドファンディング終了

2月 7 日（金） JANAT東京店にPanel for Lifeのパネルを設置いただきました
7 日（金）株式会社ジョア様よりご寄付とパネルを設置いただました

22日（土） 令和2年/2020年2月22日猫の日キャンペーンを実施しました

28日（金） 新型コロナウイルスの影響拡大に伴うフォスターアカデミーセミナーの中止

3月 1 日（日） Amazon Payの寄付団体に当財団が掲載されました

4月 1 日（水）【フォスターアカデミー】オンラインセミナー第1回を公開
10 日（金）【フォスターアカデミー】 オンラインセミナー第2回を公開

21 日（火）【フォスターアカデミー】 オンラインセミナー第3回を公開

30 日（木）【フォスターアカデミー】 オンラインセミナー第4回を公開

5月 7 日（木) 【フォスターアカデミー】オンラインセミナー第5回を公開
14 日（木) 【フォスターアカデミー】オンラインセミナー第6回を公開

18 日（月) 「新型コロナウイルス感染症拡大に伴う 犬猫の保護団体への運営維持等対策支援」

申込み開始

21 日（木）【フォスターアカデミー】オンラインセミナー第7回を公開

28 日（木）【フォスターアカデミー】オンラインセミナー第8回を公開

6月 4 日（木）【フォスターアカデミー】オンラインセミナー第9回を公開
22 日（月）ボルネオ保全トラスト・ジャパンへ寄付金（寄付金1,416,852円）を贈呈しました

27 日（土）【フォスターアカデミー】オンラインセミナー第10回 初ライブ配信

「犬猫の保護・譲渡活動を知ろう」を公開しました

7月 1 日（水）JANAT及びカルディーコーヒーファームにてPanel for Lifeコラボ限定キャラバン缶が
発売されました

4 日（土）【フォスターアカデミー】 「ベーシックプログラム」オンライン犬コース13期開始

（7月4日（土）〜8月29日（土））

8 日（水）「新型コロナウイルス感染症拡大に伴う 犬猫の保護団体への運営維持等対策支援」

振込完了

2020年1月～7月 活動報告

代表理事滝川クリステルからのメッセージを公式 にて公開しています

当財団公式YouTubeに代表理事滝川クリステルからのメ
ッセージを掲載YouTubeにて配信しているフォスターアカデ
ミーについてしています。
今回のメッセージでは、滝川自らご説明させていただいてお
ります。
今後も様々な動画を配信して参りますので、チャンネル登
録を是非よろしくお願いいたします。
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8月 11 日（火）2019年度 ドクターカーの活動報告
12 日（水）代表理事滝川クリステルが柴咲コウさんのYouTubeに出演しました（前編公開）

14 日（金）クラウドファンディング結果報告（猛禽類医学研究所）

15 日（土）代表理事滝川クリステルが柴咲コウさんのYouTubeに出演しました（後編公開）

17 日（月）クラウドファンディング結果報告（ボルネオ保全トラスト・ジャパン）

17 日（月）Yahooネット募金ページを更新しました

24 日（月）クラウドファンディング結果報告（フォスター動物病院）

29 日（土）【フォスターアカデミー】オンラインセミナー第11回を開催

29 日（土）『マロナの幻想的な物語り』が上映されているユーロスペースにてPanel for Lifeの犬パネル

を設置しました

9月 1 日（火）ユニ・チャーム様からの支援金300万円を６自治体にふるさと納税で寄付しました
9 日（水） ハチドリ電力の支援団体に加入

16 日（水）ニールズヤードレメディーズ「動物たちと共に心地よく暮らせる世界へ

～ 27（日）－ Animal Welfare, No Cruelty －」キャンペーンが開始しました

20 日（日）動物愛護週間にて支援100団体からのメッセージ・写真を紹介しました（〜26日(土)）

26 日（土）【フォスターアカデミー】続々 犬猫の保護・譲渡活動を知ろうをテーマにライブ配信を

公開しました

10月 2 日（金）【フォスターアカデミー】オンラインセミナー
〜毎週 第13回~16回 supported byユニ・チャームペットを公開

5 日（月）代表理事滝川クリステルからのメッセージを公式YouTubeにて公開しました

23 日（金）ペットにありがと。キャンペーン2020＃手をあげようチャレンジが開始しました

（～2020 年 12 月 28 日 10:00まで）

11月 1 日（日）ワンニャンわんにゃんキャンペーン開始を開始しました
〜飼い主のいない犬猫への更なるご支援をお願い致します〜

6 日（金）【フォスターアカデミー】オンラインセミナー

〜毎週 第17回~20回 supported byユニ・チャームペットを公開

中旬 WPC新冊子（第4版）配布開始予定

12月 4 日（金）【フォスターアカデミー】オンラインセミナー
〜毎週 第21回〜24回 supported byユニ・チャーム ペットを公開

5 日（土）【フォスターアカデミー】「ベーシックプログラム」猫コース9期開始（〜2021年1月）

25 日（金）【フォスターアカデミー】オンラインセミナー

第25回 質疑応答編 supported byユニ・チャーム ペットを公開

2020年8月～12月 活動報告

ペットにありがと。キャンペーン2020＃手をあげようチャレンジが開始しました

昨年に引き続きユニ・チャームペット様×Panel for Lifeの
キャンペーンが10月23日より始まりました。
今回は#手をあげようチャレンジです。
SNSを通じて1投稿につき100円が当財団へ寄付されます。

愛犬愛猫の手をあげたお写真に、Panel for Lifeの帽子をデコレーションしてい
ただきSNSへ投稿することで、1投稿につき100円が当財団に寄付される仕組み
となっています。
キャンペーン期間は2020年12月28日10:00までとなっています。
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【フォスターアカデミー】 オンラインセミナー
第1回を公開をしました

株式会社ジョア様よりご寄付と
パネルを設置いただました

2020年1月～ 8月 活動報告の詳細

株式会社ジョア様よりご寄付と
パネルを設置いただました

女性用しごと服を販売されている株式会社ジョア様より、対象商品
1着の売上につき100円分のご寄付として、2019年の合計として
756,900円のご寄付をいただきました。
展示会ではパネルの設置にもご協力いただきました。

【フォスターアカデミー】 オンラインセミナー
第1回を公開をしました

新型コロナウイルスの影響拡大に伴い、セミナーを従来通りの形で開
催することが難しいなか、保護犬・保護猫の居場所となるフォスター
や動物ボランティアが必要である現状は変わっていない状況を踏まえ、
当財団としても初の試みとなる「フォスターアカデミーオンラインセミナ
ー」を公式YouTubeにて開始いたしました。

右）株式会社ジョア
神馬敏和代表取締役
左）堀江事務局長

新型コロナウイルス感染症の影響拡大により、譲渡会やイベント中
止に伴う譲渡費用や寄付金の減少、飼育費や医療費等維持費の
増加などの影響を受ける犬猫の保護団体100団体に対して、１団
体あたり20万円（支援金総額2000万円）を保護犬保護猫のア
ニマルウェルフェアを守るための運営維持のために支援することを決定
しました。

「新型コロナウイルス感染症拡大に伴う犬猫の
保護団体への運営維持等対策支援」の実施

ドクターカーの活動報告の進捗

ドクターカーの2019年度の出動回数は、20回（うち命が繋がった
羽数13羽）、2020年4月〜8月までは、出動回数10回（うち命
が繋がった羽数4羽）でした。ドクターカーは出張授業や調査研究
のためにも活用いただいております。

ボルネオ保全トラスト・ジャパンへ
寄付金を贈呈しました

R ethical様とのコラボレーションで制作・販売をしているアクセサリー
の制作経費を除いた売上のすべてを、認定NPO法人ボルネオ保全
トラスト・ジャパン様に寄付しました。寄付金1,416,852円は現地
で保護された仔ゾウのミルク代と育林・植林活動に活用されます。

【フォスターアカデミー】オンラインセミナー
第9回を公開しました

アメリカのシェルターで勤務経験のあるカリフォルニア州登録動物看護
師の山本 美代子さんによるオンラインセミナーを第4回〜第9回まで
配信いたしました。
実際にアメリカで行われている活動の様子も、映像でご覧いただくこと
ができます。

上）滝川代表理事
左下）ボルネオ保全
トラスト・ジャパン
青木崇史事務局長
右下）R Jewels 
Japan
星まり代表取締役

※ドクターカーとは、手術環境が整った車のことで、当財団が三越伊勢丹HDとのチャリ
ティーで集まった寄付金を合わせて猛禽類医学研究所に2016年6月に寄贈しました。

年度 出動
回数

救命
羽数

2020 10 4

2019 20 13

2018 23 14

2017 16 14

2016 9 6
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2020年8月～12月 活動報告の詳細

クラウドファンディング結果報告
（ボルネオ保全トラスト・ジャパン）

日経新聞社が運営するクラウドファンディングサイト「未来ショッピング」
を通じて、皆様から「生物多様性の宝庫ボルネオで植林・育林による
森林再生のしくみをつくる。豊かな熱帯雨林を未来につなぎたい」に
ご支援いただきありがとうございました。
クラウドファンディング手数料を除くを411,180円を認定NPO法人ボ
ルネオ保全トラスト・ジャパンにお渡しいたしました。

代表理事滝川クリステルが柴咲コウさんの
YouTubeに出演しました

日経新聞社が運営するクラウドファンディングサイト「未来ショッピング」
を通じて、皆様から「傷ついて野生に戻れなくなった希少猛禽類たち
により良い環境を与え、もっと活躍してもらいたい！」にご支援いただ
きありがとうございました。
クラウドファンディング手数料を除く全額4,438,280円を猛禽類医
学研究所にお渡しいたしました。

ユニ・チャーム様からの支援金300万円を
６自治体にふるさと納税で寄付しました

昨年12月にユニ・チャーム様により実施された「みんなでPANEL 
FOR LIFEを応援しようキャンペーン」で集まった845,800円にユ
ニ・チャーム様からの支援金を合わせた合計300万円を、犬猫殺処
分問題に尽力する6自治体（岩手県、山梨県、京都市、大阪市、
香川県、佐賀県）に各50万円をふるさと納税の仕組みを使って寄
付をいたしました。

ニールズヤードレメディーズ「動物たちと共に心地よく

暮らせる世界へ－ Animal Welfare, No 

Cruelty －」キャンペーンが開始しました

クラウドファンディング結果報告
（フォスター動物病院）

日経新聞社が運営するクラウドファンディングサイト「未来ショッピング」
を通じて、「アニマル・ウェルフェアに則った犬猫の殺処分ゼロを目指す
動物病院（フォスター動物病院）の活動をご支援ください！」にご
支援いただきありがとうございました。
保護活動に尽力している動物病院を支援するため手数料を除く全
額872,410円を6つのフォスター動物病院に寄付いたしました。

クラウドファンディング結果報告
（猛禽類医学研究所）

当財団代表理事滝川クリステルが、柴咲コウさんの公式YouTube
チャンネル「Les Trois Graces‘ Channel 」にお招きいただき、対
談が実現いたしました。
前編でリラックスした雰囲気のなか近況から財団設立について、後編
では財団の活動詳細をお話しさせていただきました。滝川の愛犬アリ
スも出演しています。
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ニールズヤードレメディーズ様による「動物たちと共に心地よく暮らせる
世界へ－ Animal Welfare , No Cruelty －」をテーマにした動
物愛護キャンペーン（9月16日（水）〜27日（日））の期間
中の売上の一部をご寄付をいただきました。
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新型コロナウイルス感染症拡大に伴う
犬猫の保護団体への運営維持等対策支援を実施しました！

財団メンバーによるリモートでの会議の様子
緊急事態宣言のなか、迅速な支援が必要と判
断し、リモートでの会議を複数回行いました。
受付開始から支援金のお渡しまで２ヶ月以内で
実施できました！！

お問い合わせ：info@christelfoundation.org クリステル財団 支援 検索

本年５月から６月にかけて、当財団では、新型コロナウイルス感染症の影

響拡大により、経済的に大きな影響を受ける犬猫の保護団体（対象：各

自治体における譲渡登録団体（非営利）、第二種動物取扱業（「譲渡

し」業））に対して、１団体あたり20万円（支援金総額は2000万円のた

め、100団体様までのご支援）を運営維持のための支援をいたしました。

営利事業者の方々に対しては各種助成事業が発表されている一方、非

営利で活動する犬猫の保護団体に対しての支援は明確になっておらず、譲

渡会やイベント中止に伴う譲渡費用や寄付金の減少、グッズ販売の収益低

下、および飼育費や医療費などの維持費の増加により、日々の保護活動の

継続・運営維持が困難となり、犬猫のアニマルウェルフェアにも影響が出ること

が懸念されました。

今回のご支援を通じて、頂戴したメッセージ、HP、ブログ等からこの未曾有

の事態のなかで、保護団体の皆様が置かれている厳しい状況を支援金に限

りがあり、お申し込みいただいたすべての団体の皆様にご支援が届かなかった

こと、このような状況を理解している中、非常に心苦しく思っております。今後、

当財団として様々な形で保護活動に携われる皆様をご支援していきたいと

考えております。

懸念されていた新型コロナウイルス感染症の第３波が到来しており、引き

続き予断を許さない状況が続くなか、当財団だけではなく、他の団体様や企

業の皆様から保護活動、現場で尽力される皆様へのご支援が続くことを期

待しております。

ご支援した団体の皆様に、今回の支援金の使途についてお

伺いしたところ、医療費と回答した団体が全体の85％以上に

上り、次にフードが36%、第３位に設備費が29％ということ

がわかりました。

コロナ禍において、家賃や人件費など運営に係る費用もかさ

む中、団体の皆様が、保護犬、保護猫の健康状態を優先的

に考えてくださった結果かと考えております。

財団では、この結果、また同時にお送りしたアンケートをもと

に、今後の施策や企画を考えていきたいと思っております。

当財団では、引き続き犬猫のアニマルウェルフェアを向上と殺処分の低減を目指し、犬猫の保護

団体、自治体、動物病院など保護活動に関わる皆様を様々な形で支援していく予定です。

是非、当財団のサポーターとなって、この活動を応援ください！

財団HPのトップから「財団へのサポート」をクリックいただき、プロジェクトサポーターとして支援

（継続寄附）、スポットで支援（単回寄附）が選べます！！

応援よろしくお願いいたします！！

多かった医療費への支出支援金の使途（回答数=9６、複数回答あり）

85%

36%

29%
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※水道光熱費は設備費に含む。
消耗品はフードを除く。

皆様のご支援お待ちしております！！



ご支援した団体さんからお写真とメッセージをいただきました！！

p.8

⚫ 今回ご支援いただき活動継続の機会を頂いたので安定した運営が出来るように団体としても今できる活動を精いっぱい行いこの危機を乗り越えたいと思います。
⚫ コロナの影響によりご支援金や物資も減り頭を悩ませていましたが、支援があったことで希望の道筋が見え必要な医療を受けさせることができ新しく保護できる環境を整えることができました。
⚫ このご支援によりいつもと変わらない治療をさせていただくことができましたことに、深く感謝しております。
⚫ コロナ禍の中、私達のような小さな民間ボランティア団体は、活動にも制限、自粛もあった中での支援金の補助は本当に助かりました。
⚫ 「今私たちに出来ること」を一歩ずつ着実にやっていきたいと思いますので、今後ともご理解ご支援の程よろしくお願いいたします。
⚫ 医療費が1番かかる保護活動。コロナでイベントができない中、ご支援本当にありがたいです。
⚫ 自由な使途の支援金をいただくことができ、固定費に充てることができたことは大変助かりました。活動を継続できるように引き続き頑張ります！
⚫ コロナ禍の中、支援も減っているところへ支援金を頂きまして、大変助かりました。予定していた猫たちをTNRすることもでき、ありがとうございました。
⚫ 私たちは犬達を守るため幸せにするため、どんなに苦しくても活動を辞めるわけにはいきません。 貴団体のお気持ちを無駄にしないよう頑張り続けます。ありがとうございました。

⚫ この度の支援は本当に有り難く使わせて頂きました。 ありがとうございました。
⚫ この度はご支援金をありがとうございました。 コロナで猫の譲渡会の開催が滞っており、

譲渡が滞るのではと大変心配しましたが ネットでのご応募が多く、想像以上に譲渡は順
調です。

⚫ 子猫の保護が多い時期助成金のおかげできちんと医療をかけることができました。 申し
込みから支給までがとてもスムーズで、すぐに振り込みをしていただけたことも、とてもありが
たかったです。

⚫ 今回の支援金はコロナで資金集めが出来ない私たちには本当に助かるものでした。私た
ちのささやかな活動に目を向けて下さり、理解を示してくださったことが大きな励みになりま
した。

⚫ 今回いただきましたご支援金は終の住処を待つ沢山の猫たちのごはん代や医療費として
大切に使わせていただきました。

⚫ この度はご支援を賜り心よりお礼を申し上げます。 ありがとうございます。コロナ禍でのご
支援は本当に本当に助かりました。

⚫ 大病の子が多く、1匹当たりに膨大な医療費がかかった為、大変に助かりました。本当に
ありがとうございました。

⚫ ご支援頂いたお金を使い、保護猫の医療費などに使わせて頂きました。 大変助かりまし
た。ありがとうございます。引き続き新型コロナウィルスに負けないよう頑張っていきますの
で見守っていてください。

⚫ お陰様でコロナ以降にも関わらず、80頭の猫を保護・譲渡することができました。応援に
お応えできますよう、これからも持続可能で誠実なボランティア活動を続けてまいります。

https://drive.google.com/file/d/1Uay9BISiKf_L9xdWBmFZrDhcj-S0jAUf/view?usp=sharing
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セミナー（公開講座）

1月は第40回を名古屋で、第41回は東京で開催しました

が、2月以降は新型コロナウイルスの感染拡大防止のために

セミナーを中止せざるを得なくなってしまいました。4月からは

オンライン配信にて、セミナーを再開しています。毎回獣医師

や動物看護士、保護団体の方やフォスターの方など様々な

講師が自身の活動についてお話してくださっています。

過去に配信されたオンラインセミナー（第1回〜第13回）

は、当財団のYouTubeチャンネルにてご覧になれます！

ベーシックプログラム（全6回の連続講座）

フォスターに求められる基本的な知識や心構えを身につけていただく全6回のベ

ーシックプログラム。2020年は3月から猫コース8期を開催予定でしたが開催を

5月に延期し、座学はオンラインで行い、現場体験は各受講者の自宅近くにあ

るシェルターや保護猫カフェを訪問するスタイルに切り替えて実施しました。

その後は全6回をオンラインで実施する前提でプログラムを見直し、7月からは犬

コース13期、12月からは猫コース9期を開催しています。顔を合わせられない等

はありますが、全国各地から参加いただき易くなったこと、修了後もSNSで講師

と繋がって活動が出来ることは大きなメリットだと感じています。

フォスターアカデミー
〜動物ボランティアはじめませんか〜

犬猫の殺処分をなくすための保護活動において、絶対的に不足しているのがフォスターです。フォスターとは保護された犬や猫などの動物を自宅で一時
的に預かるボランティアのこと。保護犬・保護猫が新しい家族に出会うまでの間、心身のケアを行いながら一緒に過ごす大切な役割を担います。またフォ
スターのサポートや自身の得意分野を活かして保護犬・保護猫のために活動する動物ボランティアも必要とされています。ご自身のライフスタイルに合っ
た動物ボランティアをはじめてみませんか？
詳細や受講受付中の講座については、フォスターネット（ www.fosternet.org/ 「フォスターアカデミー」で検索 ）をご覧ください。

当キャンペーンは趣旨に賛同くださった

企業様からの協賛費で冊子の制作・配

布を行っています。第1版からサポートく

ださっている共立製薬様に加えて、ディ

アペット様、キレイモ様は第3版からのご

継続、第4版からはユニ・チャーム ペット

様が新たに協賛企業に加わってください

ました。

第4版では、幾つになっても犬猫と暮らし

たい！をテーマに、譲渡を断られてしまう

ことが多いシニア世代が保護犬・保護猫

と暮らすためのサポートを行なっている団

体や、それに関わる各種サービスを紹介

しています。万が一に備えて犬猫と暮ら

すことは年齢に関わらず、全ての飼い主

に共通するテーマになりますので、多くの

皆さんにお読みいただきたいです。

冊子の配布にご協力いただける方は、info@chiristelfoundation.org までメールにてご連絡ください。

WELCOME PET CAMPAIGN
〜 保護犬・保護猫にもっと優しい社会へ 〜

「保護犬・保護猫」を引き取って暮らす家族を増やすために、2015年5月から取り組んでいる啓発活動です。
まずは、新しい家族を待っている「保護犬・保護猫」の存在を多くの人に知ってもらうこと、そして犬や猫を家族に迎え入れる際には「保護犬・保護猫」と
いう選択肢が当たり前になる社会を目指して冊子を作成しています。第1版は2015年8月から、第2版は2017年5月から、第3版は2019年8月か
ら、それぞれ約10万部を、全国の動物病院や店舗にご協力いただき配布しました。
現在は、第4版の配布に協力いただける方を募集しておりますので、店舗や各種施設、イベントなどで冊子の配布にご協力くださる方は事務局までご
一報ください。（冊子代、送料などのご負担は一切ございません）

2020年12月に新冊子、第4版を発行しました！ キャンペーンに新しい協賛企業が加わりました！！

協力：公益社団法人日本動物病院協会



ユニ・チャームペット様は人とペットの共生社会の実現に向けて、”保護犬・保護猫”へ支援活動として、「人とペットの共生社会を実現する」というユニ・チャ

ームペット様の理念と共通理念を持っている当財団に支援協力を、今年も継続いただくことになりました。

ユニ・チャームペット様は当財団の活動を支援する“ペットにありがと。キャンペーン”を展開されています。

Panel for Life
フォスターアカデミー
オンラインセミナー

今年10月からの１年間に配信するオンライ
ンセミナー、およびフォスター実践向けのアドバ
ンスセミナーの開催をサポートいただきます！

WELCOME PET CAMPAIGN

保護犬、保護猫の存在をより多くの方に知っ
ていただき、引き取る選択肢が当たり前にな
るための冊子WELCOME PET 
CAMPAIGNのスポンサーおよび、さらなるご
支援が予定されております！

2020年10月から当財団の

You Tubeチャンネルにて、

毎月4本セミナー動画を無料

配信しています！2021年2

月の毎週金曜日には動物看

護師による「自宅でできる高

齢犬猫の健康管理」を配信し

ますのでお楽しみに！

2021年1月より自身の活動

をレベルアップさせたいと考え

ている動物ボランティアさんを

対象にした「アドバンスプログ

ラム」の配信を始めます。

初回のテーマは猫のTNRで

す。

Panel for Lifeを支援いただき、SNSでの
投稿を通じて寄付ができるキャンペーンを実
施中！おうち時間を使って、皆さんも参加し
てみてください！

あなたのワンちゃんネコちゃんの手をあげている写真を投稿すると、当財団の保護犬・保護猫の支援活動に寄付されます！
「ペットにありがと」で検索いただき、専用HPから、オリジナル画像を作成後、ツイッター、インスタグラムで、#手をあげよう #ペットにありがと2020 #みん
なでPANELFORLIFEを応援しよう、を付けてシェアしてください！

#手をあげよう チャレンジ

オンラインセミナーの配信

で配信中！

詳細や受講受付中の講座については、フォスターネット（ www.fosternet.org/ 「フォスターアカデミー」で検索 ）をご覧ください。

オンラインセミナー アドバンスプログラム
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＋をクリック！ 画像を選択！ ジェネレーターで調整 画像をシェア！

専用HP上

の+を

クリックして

下さい！

ワンちゃん、

ネコちゃんの

お好きな写

真をアップ

ロード！

作成した画

像をインスタ

グラム、ツイ

ッターで#を

つけてシェ

ア！

You Tubeで「クリステル財団」と

検索、もしくはこちら➔

QRコードからアクセス！

QRコードからアクセス！
12月2８日まで！



保護犬・保護猫を引き取られた方の
エピソードや、動画・写真を募集して
おります。
インスタグラム#panelforlife にてご投稿、もしくは
info@christelfoundation.orgまで
ご連絡ください。
※頂いた動画・写真は、当財団のSNS等でご紹介させ
ていただく場合もございます。

１５０以上の団体の設置のご協力をご協力いただき、北は北海道から南は沖
縄までのべ１２００枚以上、パネルを設置いただきました！
Panel for Lifeインスタグラム（@panelforlife）でご紹介中！！

Panel for Lifeとは？
等身大の保護犬猫パネルを様々な場所に設置することで、より多く保の方に保護犬・保護猫の存在を周
知し、新しい家族に迎え入れていただく機会を提案しています。犬猫パネルにはQRコードがついており、ス
マートフォンで読み取ると、専用HPにリンクし、保護犬猫の情報が閲覧できる仕組みとなっています。

エピソード募集中！

Panel for Life
～命のパネル～

2020年にPanel for Lifeの犬猫パネルを新規でご設置いただいた企業・団体様
（敬称略・順不同）

様々な業種の皆様よりご賛同いただいております。その他、イベント等でも多くの企業・団体・個人の方々にご協力いただいております。

【北海道】有限会社ドギードゥー 【宮城県】アトリエ ラシュエット
【栃木県】七浦建設株式会社 【埼玉県】加藤石油株式会社、RWF株式会社
【東京都】Janat、エレメントオブシンプルライフ（各店舗）、ラヴィストトーキョー株式会社、

株式会社COZY、ユーロスペース
【神奈川県】明日の株式会社、RUKA、他1社
【長野県】nalki hair salon、Zaneli 【静岡県】ISHINO英語塾
【愛知県】炭火やきとり 笑路、居食屋 笑点 【大阪府】Ku:nel 他1社
【兵庫県】Amchou Land 【広島県】布糸釦アリーヴェン
【熊本県】人吉准看護学院 【大分県】村上眼科

HPにバナーをつけて、応援いただくことも可能です！！

Panel for Life
HP
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2020年様々な形でご支援いただいた法人様（敬称略）

イラストやデザインを通じたご支援、寄付付き商品の販売、SNSの啓発キャンペーン、自社の商品や媒体を通じた啓発など今年も様々
な形でご支援いただきました。クリステル財団は、これからも形にとらわれず、新しいチャレンジを企業・クリエイターの皆様と続けていきま
す。

昨年12月よりアイペット損害保険株式会
社様による「ワン！にゃん！かるた2020」キ
ャンペーンが行われました。1投稿につき10
円がご寄付となり、投稿総数は17,608件、
合計176,080円のご寄付を当財団の「フォ
スターアカデミー」の活動へのご支援としてい
ただきました。

アイペット損害保険株式会社 Shogo Sekine株式会社オーバーシーズ

昨年から引き続き、WELCOME PET
CAMPAIGNの追加印刷へのご支援、キレ
イモ全店舗でのPanel for Lifeの犬猫パネ
ルの設置、社員の皆様によるフォスターアカ
デミーの参加など、当財団の活動に賛同い
ただき、多岐に渡りご支援いただいておりま
す。

株式会社ヴィエリス ハチドリ電力

ニールズヤード様は「動物実験をしない製品
づくり」をポリシーとしています。人も動物も心
地よく暮らせる世界を願って、アニマル・ウェル
フェアに則った犬猫の殺処分ゼロを共に目指
し、Panel for Lifeに支援いただきました。
動物愛護週間での売上の一部をご寄付い
ただきました。

株式会社二―ルズヤード レメディーズ

Moeco 一般財団法人兵藤哲夫アニマル基金株式会社レトロワグラース

中山ダイスケ氏が代表を務めるアイデアとデ
ザインのスタジオ。全ての財団ロゴ、フォスタ
ーアカデミー、WELCOME PET 
CAMPAIGN、アニマル・ウェルフェア サミット、
Panel for Lifeなどのデザイン、およびアート
ディレクションをしていただいています。

株式会社daicon

伝統的な技法を用いつつ、どのようなスタイ
ルにも合わせることができ、身につけた人の
個性を引き出す洗練されたものづくりを追求
しているジュエリーブランド。当財団とのコラボ
レーション商品もハンドメイドで制作をされて
います。

株式会社FANTASTIC MAN TOKYO

日本で初めてフェアマインド認証ゴールドラベ
ルの使用許可を取得した、ジュエリーブランド。
持続可能な素材を用いたアクセサリーを制
作されています。当財団とのコラボレーション
商品も18KYGやSVを使い、手作業で制
作をされています。

R Jewels Japan株式会社

継続してサポートいただいている法人様（敬称略）

猫のマークで有名な紅茶ブランド「Janat」
様のサロンド テ ジャンナッツ表参道にて
Panel for Lifeの猫のパネル及び冊子を置
いていただきました。7月にはJanat×Panel
for Lifeのコラボ限定キャラバン缶も販売し
ていただき、当財団の活動にご賛同いただき
ました。

昨年行った「未来ショッピング」クラウドファン
ディングの各種返礼品として、人間と動物の
共存・共生をテーマに、どなたでも使いやす
い当財団オリジナルグッズをデザインしていた
だきました。

Instagram @shogosekine0319

ハチドリ電力は地球環境に配慮しCO2ゼロ
の100%自然電力です。電気代の1％は
自然エネルギー発電所を増やすために使わ
れ、電気代の1％が任意の社会活動に寄
付されます。ご自宅、オフィスなどの電気をハ
チドリ電力に切り替えていただき、是非、当
財団を寄付先にお選びください。

チョークアーティスとしてご活躍されている
Moeco様より、「コロナに負けるな！ アート
の力でペットを守ろう！」をテーマに、代表理
事滝川の愛犬アリスをモデルとしたチョークア
ートを描いていただきました。アートの作成の
様子はYouTube「アートにエールを!【美術
】」にて公開されています。

柴咲コウ様が代表取締役を務めていらっしゃ
います。公式You Tubeチャンネル 「Les 
Trois Graces‘ Channel」の出演の際に
、様々なサポートをいただきました。対談で
は、代表理事滝川自らプロジェクトゼロやプ
ロジェクトレッドの詳細について説明をさせて
いただきました。

獣医師の兵藤哲夫先生が設立された一般
財団法人兵藤哲夫アニマル基金は、「動物
愛」を集めてやさしい社会をつくる、をキャッチ
フレーズに動物愛護福祉活動行う個人や
団体をさまざまな角度から支援されています。
2020年は当財団をご支援の対象に含めて
いただきました。
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「ボルネオ 伊勢丹」で検
索、もしくはクリステル財団
HPトップページ中段の
「Charity goodsチャリティ
ーグッズ」からお好みのアクセ
サリーをお選びください！

ご購入方法

寄付付き商品を買って当財団の活動を支援する

ボルネオに住む動物たちを救う為に

ボルネオ島では、パーム油を生産する為のプランテーション開発により熱帯雨林が伐採され、野生動物たちが住処を失っています。日本はそのパーム油
を多く消費していますので、これは決して遠い海外の問題ではありません。ボルネオ島に住む野生動物に恩返しをする為に、制作したアクセサリーの売
上の全額（経費を除く）を認定NPO法人ボルネオ保全トラスト・ジャパンに寄付しています。

左）これまで寄付金は親を失った仔ゾウが生きていく為のミルク代
3.5tに使用されました。
上）新商品のブレスレットは、熱帯雨林再生のための育林・植林活
動に充てられます。

オランウータンやボルネオゾウをモチーフにした
K18YGのネックレス。アコヤパール使用のも
のも（税込み39,600円〜）

ゾウ、サイチョウ、オランウータン、熱帯雨林
の木をデザインした新作SVブレスレット。
（税込み8,580円）

K18YGと淡水パールを使用したピアス。オラ
ンウータンのもつ籠がゆらゆらと揺れます。
（税込み52,800円〜）

結婚式の引き出物などでよく
目にする株式会社ギフトライ
フ様が提供するカタログギフト
で、当財団へのご寄付をお
選びいただけます。カードタイ
プなので、式のあともかさばら
ずスマートです。

書籍、CDやDVDを等をお
売りいただくと、そのお品物の
査定額に10%分を上乗せし
た金額（本棚お助け隊の協
力お礼金）が、当財団に寄
付されます。年末の大掃除
のタイミングに是非！

株式会社タニタヘルスリンク
様が販売する活動量計「ワ
ンコとお散歩活動量計」。愛
犬とお散歩しながら、自身の
健康づくりをサポートします。
1日8,000歩あたり5円（会
員登録から40日間）が当
財団に寄付されます。

赤を基調にしたフラワーボックス。 1個につき
250円が当財団に寄付されます。

受付サイト：「本棚お助け隊 古本チャリティ募金」で検索！

販売場所：花やの六さんHP

提携先：ホテルオークラ東京、シャングリ・ラ ホテル東京など

販売場所：タニタオンラインショップ

スマートフォンでできるペット供養『ペットト』。
売上の一部が当財団に寄付されます。

プリザーブドローズを使ったオリジナルアレンジ。
売上の一部が当財団に寄付されます。

販売場所：カメヤマキャンドルハウス直営通販ショップ他 販売場所：「bouquet bouquet クリステル財団」で検索！

コラボ商品を通じて当財団の活動をサポート

【寄付実績】
累計 5,558,983円
2016年 771,272円
2017年 979,664円
2018年 1,369,000円
2019年 1,022,195円
2020年 1,416,852円

9月の動物愛護週間のキャ
ンペーン期間中の売上の一
部を当財団へ寄付していた
だきました。2019年は
Panel for Lifeプロジェクト
へご賛同いただき、2020年
のご寄付は動物の保護活動
を行っている動物病院へのサ
ポートに活用する予定です。

販売場所：ニールズヤードレメディーズ各店舗、オンラインショップ
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法人寄付、Webやソーシャルメディアでの共同キャンペーン、寄付付き商品の制作等、さまざまな支援方法で支援できます。
現在進行中のプロジェクトをご支援いただけるスポンサーも募集しております！！財団ホームページ「財団への支援」からお問
い合わせ情報をご記入ください！

【スポンサー・ご支援の一例】
◇継続的なスポンサー： 運営を支えるメインスポンサーとして、当財団HPでのロゴ掲載や、ブログ、SNSにて共同キャンペーンの

情報発信も行います。
◇プロジェクトスポンサー：プロジェクトゼロ、プロジェクトレッドなど特定のプロジェクトをご支援いただくスポンサー。

社内でのセミナーなども実施いたします。
◇啓発のご支援：自社のメディアや広告枠、店舗などをご活用いただき、当財団プロジェクトの啓発を共同で行っていただきます。

企業として当財団を支援する

ご支援者様のニーズに合わせて様々な方法でご寄付いただけます。皆様からの継続的な支援が大きな支えになっております！

【寄付して応援！】個人として当財団に寄付する

入会時に金額をご指定いただき、毎
月同額をクレジットカード引き落とし
にてご寄付いただけます。

当財団ホームページ上部「財団への
支援」 よりアクセスしてください。

Tポイント１円から承っております。使われていないTポイントのご活用、また毎月100
円からの継続寄付も可能です！
当財団ホームページ上部「ネット募金」 よりアクセスしてください。

単回で、クレジットカード、もしくは
銀行振込にてご寄付いただけま
す。金額は、その都度任意の額を
ご指定いただけます。
当財団ホームページ上部「財団へ
の支援」 よりアクセスしてください。

Amazon pay、楽天Pay
も使えます！

継続寄付、または単回寄付にてご支援いただく際に、アマゾンや楽天のアカウントに登録されているクレジットカード情報を使用で
きるようになりました。改めてカード情報を入力せずに決済を完了する事ができます！

とっても使いやすくてかわいい財団オリジナル。
ご自身への今年1年のご褒美、ご家族、恋人、友人へのプレゼントにも是非！
制作経費を除いた売上は、当財団の活動、運営のために大切に活用させていただきます。

「Vie Ensemble」（共に
生きる、一緒の命）が刻印
されたネックレス。滝川が動
物を想いデザインした一番
最初のアクセサリーです。チェ
ーンは長めで、モチーフには
ドッグタグがデザインされてい
ます。メンズはチェーンが太め
に。

SV 18,700円（税込）

ゴールドのネックレスに刻印さ
れたメッセージ”mercy”は、
英語で慈愛。フランス語で
一文字変えると“Merci”(あ
りがとう)”に。二つの意味が
込められています。

K18 39,600円（税込）

個人として当財団を支援する

【買って応援！】財団オリジナルグッズを購入する

「クリステルヴィ 伊勢丹」で検索、もしくはクリステル財団HPトップページ中段の「Charity 
goodsチャリティーグッズ」からお買い求めいただけます。

財団オリジナルLINEスタンプ

LINEスタンプショップにて、クリエーターズから
「クリステル」で検索！

とっても使いやすくてかわい
い財団オリジナルLINEス
タンプ。売上はすべて当財
団への寄付となります！イ
ンスタグラムで注目を集め
ているPantoviscoさんに
制作していただきました。

120円（税込）

楽天ポイントが
使えます！

プロジェクトサポーター
＜継続寄付会員＞

スポットでのご支援
＜単回寄付＞
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〒１０７ー００６２
東京都港区南青山２－２９－９ー６０８
電話/FAX：０３－３４０８－６７０７
メール：info@christelfoundation.org

【お問い合わせ】

クリステル・ヴィ・アンサンブルのHP・SNSから、最新情報をチェック！

当財団ではご家庭やオフィスに眠っている書き損じハガキや未使用の切手などの物品によるご支援も受け
付けております。
お送りいただいたハガキなどは切手と交換し、通信費として大切に使わせていただきます。
その他にも金券やギフト券、ご不要になったプリンターのインク等も受け付けております。（インクにつきまし
ては型番によりお断りさせていただく場合もございます。）
物品によるご支援をいただける方はお手数ではございますが当財団までメール
（info@christelfoundation.org）にてご連絡ください。

クリステル財団 検索

公式フェイスブック フォスターアカデミー ウェルカム・ペット・キャンペーン

当財団では、積極的にHPやSNSで情報発信を行っております。お好きなQRコードにアクセスして、是非フォロー、リポスト、リツイー
トなどを通じて、最新情報のチェックやシェアをお願いいたします！！

公式ツイッター 公式インスタグラム Panel for Life

公式YouTubeチャンネル
財団HPニュース

（告知）
財団HPブログ
（ご報告）

mailto:info@christelfoundation.org

