
                                                                  
 

 

ワイズメンズクラブ国際協会西日本区                令和 3年 6月吉日 

  2021-2022年度京都部 

   各クラブ会長 の皆様                    2021-2022年度京都部 

                                  部長  中村 隆司 

メネット事業主査 中村 典子 

 

 

西日本区メネット事業のお知らせ 
 

 

日々、ワイズダム発展のためご尽力いただき厚く感謝申し上げます。 

次期京都部メネット主査を拝命致しました京都ウェルクラブの中村典子です。 

一年間、どうぞ宜しくお願い申し上げます。 

次期が始まるまで 1ヶ月弱時間はございますが、早めのご案内をさせていただきます。  

 

各クラブ次期会長の皆様に研修会でご説明させていただきましたヘアードネーションの件、詳細

を京都部ホームページにアップ致しますので、ご確認の上ご協力の方宜しくお願い申し上げます。 

ご不明な点やご質問等がございましたら何なりと私の方までご連絡くださいますようお願い致

します。 

期の引き継ぎ等でお忙しくされていると思いますが、どうぞ皆様お身体をご自愛下さいますよう

重ねてお願い申し上げます。 

笑顔でお逢い出来る日を心待ちに致しております。 

 

敬具 



2021－2022 年度メネット事業にご協力のお願い(再) 

2021年 7月 12日 

ワイズメンズクラブ西日本区部長様 

メネット事業主査様 

クラブ会長様・クラブ会員様 

メネット事業主任 竹内 芳江（岡山） 

メネット事業書記 三浦 克文（岡山) 

 

日々、ワイズへのお働きに感謝いたします。 

2021年度のメネット国内事業は小児がん、先天性無毛症、不慮の事故などで頭髪を失って

苦悩している子どもたちのために、ウイッグ用毛髪を贈る事業です。今期のメネット国内

事業は一般の方にも呼びかけ、寄付して頂き、無償で医療用ウィッグを贈る「病気と闘う

子どもたちにウィッグを送ろう！」の活動です。私たちが出来ることで、子どもたちに喜

びを贈る事業に取り組んでいきたいと願っています。会員の皆様のご協力をお願いいたし

ます。 

 

事業を進めるために 

●頭髪に悩みを抱える子ども達に何かしてあげたいというドネーターさん達の思いは、協

力してくださる美容室さんがいてはじめて繋いでいくことができます。クラブの皆さん

でお知り合いの美容院にご協力をお願いしてください。 

●ご協力頂ける美容院には、申し訳ありませんが各クラブで添付のポスターをプリントし

て、美容院に掲示して頂き、美容院で髪を集めて頂いてください。 

●ドネーションの対象となる毛髪は下記の通りです。 

 ① 31cm 以上の毛＝前頭を覆うフルウイッグが出来ます。 

 ② なお、15cm 以上 31cm未満の毛髪につきまして「つな髪」から、予定の髪が集まり

ましたので、2021 年 7月末をもちまして長期中止の連絡がありました。誠に申し訳

ありませんが、既に集まった 15 ㎝～31㎝の髪は 7月末までに「つな髪」へお送り下

さいますようお願いいたします。 

 ③2021—2022年度メネット事業「医療用毛髪を贈る事業」の期間は 2022年３月末日ま

でとさせていただきます。(つな髪から、毛髪は保管場所が一杯になり次第、受付を

一時中止し、ウイッグ制作完了後再開) 

 ④メネット事業のポスター、案内などは作り直し、後日ご案内いたします。 

 

●ご寄付頂いた毛髪は、クラブから下記にお送り下さいますようお願いいたします。 

（株）グローウィングつな髪 

〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田 3—3-45 マルイト西梅田ビル 5Ｆ 

 

・ヘアードネーションについて、詳しいことは「つな髪」で検索頂き、活動支援の内容

をご理解くださいますようお願いいたします。 



ワイズメンズクラブ西日本区部長様

メネット主査様

クラブ会長様・クラブ会員様

                      メネット事業主任 竹内 芳江 （岡山）

2021～2022年度メネット事業 「ヘアードネーション」へご協力を！

メネット事業 国内プロジェクトとして承認を頂き、活動についてのお知らせをいたしま

すとともに、各クラブの積極的な取り組みをお願い申し上げます。

なお、アクティビティーの概略は下記の通りであります。

  

記

メネット事業の重点分野のひとつとして取り組んでいきます。

●頭髪を失った子どもたちへウィッグを無償提供します！

小児がんと脱毛症などで頭髪を失った子どもたちのために寄付された毛髪でウイッグを作

って無償で提供する活動です。

●一つのウィッグを作るのに多くの方のご協力が必要です

ヘアドネーションの認知度は低く、いま、待っている子どもたちは 600 人とも言われていま

す。一つのウイッグを作るのに 50～100 人分の髪が必要です。

病気と闘う子どもたちにウイッグを送り子どもたちに笑顔と喜びを送る事業に取り組んで

いきたいと願っています。

●医療用ウィッグはオーダーメイドです

医療用ウィッグは、オーダーメイドです。一人一人の子どもたちに合わせて作られます。

日本でも、2009 年から取り組まれているようですがワイズメンズクラブでも協力していき

たいと思いました。

会員の皆様がご協力くださるようにお願いいたします。

あくまでも、強制等ではなく提供者ご本人の本意であることを前提とします。



●事業を進めるためには

悩みを抱える子どもたちに協力して下さるドネーターさんの方々の思いは、ワイズメンズ

クラブだけでは届けられず、賛同して下さる美容院に協力していただいてはじめて繋いで

いくことができます。

① 皆様のお知り合いの美容院にご協力のお願いを宜しくお願い致します。

この度（株）グローウイングつな髪に送付先を決定した理由

代表的なところが 3か所ありましたが西日本区では 2 か所で、団体からの受付はつな髪

のみでしたので決定しました。

ドネーション先を特定の個人への指定はできませんが、必ずどこかの誰かの笑顔、安心

を取り戻すお手伝いができます。

ご寄付頂いた髪の毛は、美容室から下記にお送り頂きます。

提供して頂いた方には、連絡先を記載して頂き、感謝状をお渡しいたします。

（株）グローウイングつな髪

〒530－0001 大阪府大阪市北区梅田 3 丁目 3-45 マルイト西梅田ビル 5F

ヘアードネーションの概略は資料添付しております。さらに詳しいことは「つな髪」で検索

頂きと、活動の支援の内容をご覧いただくことができます。                         

＜参考資料＞

●ヘアドネーション事業の流れ

●報告書式（案）

●レターパック記入例

●(株)グローウィングつな髪 様の活動理由

●美容院掲示用ポスター（案）

【その他・西日本区メネット事業追記事項】

＜献金について＞

● 国内プロジェクトは RSD 支援とします

● 国際プロジェクトは ISD 支援とします

● 献金は前年度同様、自由献金とします。

以上



レターパックにて「つな髪」へ郵送

③差出人住所・電話番号は美容院

美容院は協力をお願いしたクラブへ連絡 連絡を受けた各クラブは

①提供者の氏名・住所・連絡先 ①各部長

②協力美容院 ②各部事業主査

③メネット事業主任へ　報告

西日本区理事・メネット事業主任連名でご提供者に感謝状をお送り致します。

・送付先を各クラブでご記入願います

・差出人の注意点

①ワイズメンズクラブ●●クラブ

②協力いただいた美容院の名前

株式会社グローウィングつな髪
〒530-0001　大阪市北区梅田３丁目3-45　マルイト西梅田ビル　5F
ワイズメンズクラブ国際協会　ヘアドネーション事業係まで

美容院は各クラブから渡された 各クラブでレターパックを美容院へ渡す

メネット事業主任より各クラブにヘアドネーション事業のお願いと資料送付

■　各クラブで取り組みを協議する

美容院に協力をお願いする

■　添付のポスターをプリントして美容院に張っていただきPR 

美容院で髪を切って集めていただきます



部 クラブ 御中

住所

店名

担当

電話番号

この度、貴クラブのヘアドネーション事業に賛同し

ご寄付いただいた方をご報告いたします。

＜ご提供者様＞

ご氏名

ご住所

ご連絡先

□ ご提供様の意向により、個人情報の提供は控えます

＜連絡先＞

ワイズメンズクラブ国際協会 西日本区

部 クラブ

住所 〒

氏名

電話番号

メールアドレス

ワイズメンズクラブ国際協会

年  月  日



2021‑2022年　西日本区 部
部長 　 　 殿

メネット事業主査　殿　 殿

メネット事業主任　殿　 殿

部

クラブ

会長

ヘアドネーション事業に賛同しご協力いただいた美容院様

ご寄付いただいた方をご報告いたします。

＜ご協力美容院様＞

店　名

住　所

連絡先

＜ご提供者様＞

ご氏名

ご住所

ご連絡先

□　ご提供様の意向により、個人情報の提供は控えます

年　　月　　日
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kawai
タイプライターテキスト
大阪市北区梅田3-3-45マルイト西梅田ビル5F　　(株)グローウィングつな髪

kawai
タイプライターテキスト
ワイズメンズクラブ国際局会ヘアドネーション事業係

kawai
タイプライターテキスト
美容院様のご住所

kawai
タイプライターテキスト
美容院様のお名前　（●●クラブ）

kawai
タイプライターテキスト
美容院様の連絡先

kawai
タイプライターテキスト
ヘアドネーション



認定証

つな髪ホームページはこちら

https://www.organic-cotton-wig-assoc.jp/

つな髪
＼　　　　

　／Check me!!

Step
 1

Step
 2

Step
 3

ヘアドネーションの流れ

抗がん剤治療や脱毛症・抜毛症などの髪に悩みを持つ

子供たちに、寄付で集められた髪を使って

『医療用ウィッグ』を作り、無償提供するプロジェクトです。

抗がん剤治療や脱毛症・抜毛症などの髪に悩みを持つ

子供たちに、寄付で集められた髪を使って

『医療用ウィッグ』を作り、無償提供するプロジェクトです。

つな髪って
なに？

ヘアドネーションに関する詳しい情報は下記ORコードより、公式サイトをご覧ください。

NG

髪を切る前に

髪の束ね方

・髪全体の毛量によって束ねる数を
    調節してください。
・必ず輪ゴムで留めてください。
▼毛束数の目安
　毛量が少なめ～普通の方　：３～5束
　毛量が多めの方　　　　　：  5～8束

！太く束ねると、バラバラになりやすいです！
！ご注意ください！

・ゴムでまとめていない、ラップで包む
　複数束にカットした髪を一つに束ねていない
・毛先の向きや長さがバラバラ
・輪っか状に束ねるなど

□ 整髪料などはついていませんか？
□ 髪はしっかり乾いていますか？
　（※カビ・雑菌繁殖の防止）
□ 寄付する髪の長さや仕上がりイメージは
　 確認されましたか？

 髪を分けて輪ゴムで留める

髪を3～5本（目安）の束に分けて
ハサミを入れる場所から
約1ｃｍ下を、輪ゴムでしっかり
留めます。

 髪をカット

輪ゴムで留めた場所より、

約1ｃｍ上からカットします。

ドネーションカットは美容室でも。
全国につな髪認定サポート店も！

 カットした髪を1つに束ねる

複数束に分けてカットした
それぞれの束を、
1つに束ねます。

髪の長さ15cmからできる 子供たちへ髪本来の質感を残したナチュラルな髪の
ウィッグを提供したいという思いから、寄付いただいた
髪に薬品を使ったストレート加工処理などを行いま
せん。そのため、ウィッグとして使える髪の基準が設け
られました。 詳細はこちら→

つな髪認定証を
発行しています
※規定の返信用封筒必須

希望される方に

1つに束ねた髪をつな髪に送付したら、完了です！
あなたの髪は子供たちのウィッグに生まれ変わります！
郵送の際必ず送料の確認をお願いいたします。料金不足の場合、返送させていただきます。

Thank you for  your  hai r  donat ion!

運営元：株式会社グローウィング　代表者：堀江貴嘉
【問い合わせ先】   （株）グローウィング　つな髪事務局
〒530-0001大阪市北区梅田3-3-45マルイト西梅田ビル5Ｆ

運営元：株式会社グローウィング

つな髪は寄付いただける髪の基準があります。



ヘアドネーション活動ヘアドネーション活動

寄付の証明　認定証

ご寄付いただける髪 作られるウィッグ

・髪の長さ　　　   …　 15cm以上

・ヘアカラー　  　…　暗い髪色はOK

・年齢、性別、国籍…　問いません
(※詳しくはHPを参照)

ドネーションカットの実演や記念認定証の贈呈
ヘアドネーションや髪の症状についての学習
髪の仕分けのボランティア体験
医療用ウィッグのパネル展示　他

※ブリーチによる退色やパーマ、白髪、傷みがひどく引っ張ると
切れてしまう髪はウィッグに使用できません。

※84円切手を貼り付けた宛先（寄付者様住所）と
返送先(つな髪事務局)を記載した返信用封筒必須。

年に数回イベント開催中！

髪の毛付きインナーキャップウィッグ
ルームウィッグ（フルウィッグ）

部分ウィッグ・フルウィッグ
（オーダーorセミオーダー）

15cm以上31cm未満

31cm以上

希望される方のみ
名刺サイズの
オリジナル認定証！

参加費無料イベント

Our activities

カット方法・発送手順・美容室のカット
認定証やプレゼントウィッグ受け取りまで

よくあるご質問はこちら▶？

『つな髪®』とは、抗がん剤治療や脱毛症・抜毛症など、髪に悩みを持つ子ども達に

寄付で集められた髪を使って「医療用ウィッグ」を作り、無償で提供するプロジェクトです。

今までのヘアドネーションは、髪の長さが31cm以上なければ寄付できませんでした。

「関心はあったけれど長さが足りなくて諦めていた…」という方も、

『つな髪®』は長さ15cmから寄付ができるため、多くの方がヘアドネーションに参加できるシステムになっています。

また、性別は問いません。どなたでも参加できる社会貢献活動です。

この『つな髪®』プロジェクトは、“髪で繋がる社会貢献活動”と“医療用ウィッグ”の認知が目的です。

『つな髪®』という名前には、ウィッグを必要とする子ども達と誰かの為に役立ちたい人を“髪の寄付”によって繋げ、

そして寄付した一人一人の行動が次の人へと“繋がり”、活動の輪が広がって欲しいという願いが込められています。

活動理由活動理由

※認定証を希望される方は、84円切手を貼り付けた住所記載済みの返信用封筒を同封下さい。
※詳細は『つな髪ホームページ』→『ヘアドネーションの流れ』をご覧ください。

（株）グローウィング　つな髪係
〒530-0001　大阪府大阪市北区梅田3丁目3-45マルイト西梅田ビル5F

髪の送り先

お問い合わせ ※土日祝休

つな髪の活動について

tsunagami@organic-cotton-wig-assoc.jp




