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「アフラックチャリティーコンサート」開催 100 回を達成 

～ 小児がんの子どもたちとそのご家族のためのチャリティーイベント ～ 
 

 

アフラック（アメリカンファミリー生命保険会社、日本における代表者・社長：外池 徹）が

小児がんの啓発活動として全国各地で開催している「アフラックチャリティーコンサート」は、

2012 年 9 月 4 日（火）に岩手県盛岡市で実施する同コンサートにより、開催 100 回目を迎えま

す。（詳細は別紙参照） 

 

「アフラックチャリティーコンサート」は、小児がんと闘

う子どもたちとそのご家族への支援を目的に、創業 20 周年

を機に 1994 年から全国各地で開催しているチャリティーイ

ベント（無料招待）で、これまでに開催された延べ 100 会場で

の総来場者数は 11 万人超、また、各会場で実施したチャリティ

ー活動による寄付金総額は 4,200 万円超にのぼっています。 

 

 

会場では、寄付していただいた方に「アフラックダック」のぬいぐるみをプレゼントするチ

ャリティー活動を実施しており、各会場で集められた寄付金は、開催地近隣の小児がんに関す

る支援団体や病院へ全額寄贈し、小児がんの子どもたちの支援に役立てられています。 

また、小児がんの子どもたちが描いた作品にご家族や本

人によるメッセージを添えて紹介する展示会「ゴールドリ

ボン心のメッセージ展」をロビーで開催し、地域の方々に

コンサートをお楽しみいただくと同時に、小児がんに関す

る理解を深めていただいています。 

なお、2010 年からは地方自治体と連携し、会場でがん検

診受診率向上のための啓発活動も実施しています。 

 

 

当社では、本コンサート以外にも、小児がんなどの難病のために大都市圏の専門病院に入院・

通院する子どもたちとそのご家族のための宿泊施設「アフラックペアレンツハウス」や、がん

で主たる生計維持者を亡くした高校生のための「アフラックがん遺児奨学基金」、小児がんに対

する認知・理解促進を目的とした「ゴールドリボン運動」など、「がん・医療」をテーマとした

さまざまな社会貢献活動に取り組んでいます。 

当社はこれからも、がんに関する啓発活動や小児がん支援に積極的に取り組んでまいります。 

 

 

 
 
 
 
 
 

出演歌手の早見優さん（2011 年） 

「ゴールドリボン心のメッセージ展」の模様 



 

 
 

アフラックチャリティーコンサート 開催一覧 
 

 

開催年 開催日 都道府県 開催会場 来場者数 開催年 開催日 都道府県 開催会場 来場者数

第1回 10月2日 山口 徳山市文化会館 540 第51回 6月3日 北海道 旭川市民文化センター 1,000

第2回 10月4日 兵庫 神戸文化ホール 400 第52回 6月9日 岩手 盛岡市民文化ホール 1,200

第3回 10月23日 静岡 しずぎんホール 350 第53回 6月16日 岐阜 長良川国際会議場 1,150

第4回 10月31日 岐阜 岐阜市文化センター 320 第54回 6月24日 長崎 長崎ブリックホール 1,350

第5回 5月19日 北海道 北海道厚生年金会館 1,000 第55回 7月7日 大阪 ザ・シンフォニーホール 1,600

第6回 5月21日 新潟 新潟テルサ 800 第56回 7月29日 新潟 新潟県民会館 600

第7回 6月2日 愛知 愛知県勤労会館 720 第57回 12月16日 高松 サンポート高松 1,450

第8回 6月16日 鹿児島 鹿児島県民文化センター 1,450 第58回 6月1日 群馬 群馬県民会館 1,050

第9回 6月25日 愛媛 愛媛県県民文化会館 850 第59回 6月16日 石川 石川厚生年金会館（ウェルシティ金沢） 1,100

第10回 6月26日 香川 高松市立市民会館 800 第60回 7月1日 沖縄 沖縄コンベンションセンター 1,100

第11回 7月2日 宮城 仙台サンプラザホール 1,260 第61回 7月6日 福岡 九州厚生年金会館（ウェルシティ小倉） 800

第12回 7月4日 茨城 茨城県立県民文化センター 1,000 第62回 12月19日 大阪 グランキューブ大阪 1,700

第13回 6月7日 広島 広島国際会議場フェニックスホール 1,100 第63回 12月21日 和歌山 和歌山県民文化会館 1,500

第14回 6月14日 群馬 群馬県民会館 1,350 第64回 3月16日 愛知 名古屋市民文化会館 1,950

第15回 6月27日 福岡 アクロス福岡シンフォニーホール 1,070 第65回 8月5日 佐賀 佐賀県民会館 900

第16回 6月29日 石川 石川厚生年金会館 890 第66回 9月14日 富山 富山オーバードホール 1,002

第17回 12月18日 東京 調布グリーンホール　 600 第67回 9月21日 山形 山形県民ホール 1,000

第18回 6月2日 兵庫 神戸文化ホール 1,950 第68回 11月20日 神奈川 関内ホール 1,100

第19回 6月5日 富山 富山市芸術文化ホール 1,030 第69回 12月21日 東京 調布市グリーンホール 1,303

第20回 6月12日 北海道 帯広市民文化ホール 1,050 第70回 7月13日 北海道 釧路市民文化会館 900

第21回 6月26日 熊本 熊本県立劇場コンサートホール 1,380 第71回 9月14日 京都 京都コンサートホール 1,000

第22回 12月18日 大阪 サンケイホール　 700 第72回 10月2日 長野 まつもと市民芸術館 680

第23回 12月19日 滋賀 びわ湖ホール　 1,000 第73回 10月18日 岡山 岡山シンフォニーホール 1,500

第24回 12月22日 東京 調布グリーンホール　 700 第74回 12月19日 東京 調布市グリーンホール 1,407

第25回 6月18日 福島 郡山市民文化センター 800 第75回 6月24日 茨城 茨城県立県民文化センター 950

第26回 6月19日 栃木 宇都宮市文化会館 1,350 第76回 7月9日 福井 福井県立音楽堂（ハーモニーホールふくい） 1,100

第27回 7月1日 沖縄 沖縄コンベンションセンター劇場 1,000 第77回 7月23日 青森 青森市文化会館 850

第28回 7月4日 大分 大分県立総合文化センター 1,500 第78回 9月17日 静岡 浜松市教育文化会館（はまホール） 750

第29回 12月14日 神奈川 関内ホール　 700 第79回 10月20日 大阪 ザ・シンフォニーホール 1,200

第30回 6月13日 秋田 秋田県民会館 800 第80回 12月2日 東京 調布市グリーンホール　 1,200

第31回 6月15日 青森 青森市民文化センター 1,200 第81回 7月28日 熊本 崇城大学市民ホール（熊本市民会館） 1,350

第32回 6月21日 岩手 盛岡市民文化会館 900 第82回 10月7日 山梨 山梨県立県民文化ホール 800

第33回 7月4日 和歌山 和歌山市民会館 650 第83回 10月14日 秋田 秋田市文化会館 1,100

第34回 12月20日 埼玉 浦和文化センター　 1,126 第84回 10月19日 愛知 愛知県勤労会館（つるまいプラザ） 930

第35回 12月25日 東京 ティアラ江東　　　 572 第85回 12月22日 東京 調布市グリーンホール　 1,050

第36回 5月19日 千葉 千葉文化会館 608 第86回 4月10日 栃木 栃木県総合文化センター 1,250

第37回 6月4日 山梨 山梨県立県民文化ホール 1,178 第87回 8月25日 山口 周南市文化会館 1,050

第38回 6月21日 三重 四日市市文化会館 710 第88回 9月1日 大分 ｉｉｃｈｉｋｏ総合文化センター（グランシアタ） 1,300

第39回 7月4日 北海道 旭川市民文化会館 1,238 第89回 10月15日 兵庫 神戸文化会館 1,365

第40回 12月21日 埼玉 大宮ソニックシティ 1,900 第90回 12月1日 三重 三重県民文化会館 1,684

第41回 7月16日 福井 福井市文化会館 850 第91回 12月15日 東京 調布市グリーンホール　 1,168

第42回 7月21日 北海道 帯広市民文化ホール 700 第92回 3月8日 茨城 茨城県立県民文化センター 1,000

第43回 7月31日 宮崎 宮崎市民文化ホール 1,450 第93回 6月16日 愛知 中京大学文化会館 2,000

第44回 8月2日 福岡 アクロス福岡 1,500 第94回 8月29日 福岡 福岡市民会館 1,206

第45回 12月17日 宮城 仙台市民会館 1,250 第95回 10月5日 愛媛 松山市民会館 1,000

第46回 6月6日 鹿児島 鹿児島市民文化ホール 2,000 第96回 10月12日 岡山 岡山シンフォニーホール 2,000

第47回 6月12日 高知 高知県立県民文化ホール 1,000 第97回 11月25日 京都 京都会館 1,000

第48回 6月18日 北海道 札幌コンサートホール 1,700 第98回 12月6日 調布 調布市グリーンホール 1,000

第49回 6月26日 山口 周南市民文化会館 1,800 第99回 5月9日 広島 ALSOKホール 1,371

第50回 12月10日 広島 広島国際会議場フェニックスホール 1,200 第100回 9月4日 岩手 盛岡市民文化ホール -

累計来場者数（名） 110,008
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※来場者数は概数です 

別 紙 


