


 

開催の思いをひとことで表すと…… 
 

 

報恩感謝 
 

みんなでかがやいて、 

ありがとうを楽しく！ 
 

       

主催 松本勇司       

みなさん、今日は 

来てくださって 

ありがとう 

ございます～！ 



なぜ「かが BBQ」を開催するのか？ 

主催の思いは３つ！ 

1.みなさんが協力し合い、加賀で楽しいイベントを創る！ 

2. 参加者同士が、新たに仲間となる場を創る！ 

3.他者と一緒になり、協力することの喜び体験を創る！ 

 

 

★開催への思い その１ 

「みなさんが協力し合い、加賀で楽しいイベントを創る！」 

僕（松本勇司）は石川県加賀市に生まれ育ったので、加賀市に愛着と誇りを持っ

ています。加賀市民には地元を好きになってほしいですし、加賀市以外の人たち

にも加賀市に注目してほしいです。「加賀市に住んでいて良かった！」と思う人を

ひとりでも増やしたいと思っています。 

 

そんな思いから、加賀市民は無料の「かが BBQ」は誕生しました。初開催の 2016

年は 124 名、2017 年は 234 名、2018 年は 402 名の方々にご参加いただきました。 

今年(2019 年)は第 4 弾で、500 名を超えるご参加を予定しています。 

 

今後も、毎年恒例で開催していき、「かが BBQ」を加賀市の夏の風物詩のひとつに

していきたいと考えています。 

 

★開催への思い その２ 

「参加者同士が、新たに仲間となる場を創る！」 

加賀市には「様々な個性や才能などを持つ人たちが少なからず存在する」と僕は

感じています。加賀市民や、縁あって加賀市を訪れる人たちの中には、直接お話

をすることで、いろいろな気づきや、未来に生きる人生のヒントなどを得られる

方々がたくさんいらっしゃるはずです。 

そういう人たちが集まる場のひとつとして、「かが BBQ」を開催しました。 



出身・居住地・年齢・性別・職業・生き方や考え方、文化の違いなどに関係なく、

自由に語り合い、仲間づくりや縁つなぎの場として、毎年「かが BBQ」を活用し

ていただきたいのです。インド・台湾・中国の方々にもご参加いただいています。 

 

初対面の方も含めて、ひとりでも多くの参加者とお話していただければ幸いです。 

ひとりでも多くの仲間や友人を増やし、良い影響を与え合い、お互いに成長して

いける関係を築く。そのきっかけとなることが、主催としての最大の喜びです。 

 

★開催への思い その３ 

「他者と一緒になり、協力することの喜び体験を創る！」 

かが BBQ の当日、参加者のみなさんには、さまざまなご協力をお願いすることに

なるかと存じます。例えば、肉焼き、写真撮影＆facebook への投稿、人見知りの

人への声かけ、ゴミの片付けなどです。そのような体験を通じて、イベントや誰

かに協力する喜びを実感していただきたい……それが主催としての願いです。 

 

参加者全員で創り上げる「わくわくする BBQ」にしたいと考えておりますので、

よろしくお願いします。 

 

ご協賛いただいた方々には、かが BBQ にご参加いただくみなさんを、主に資金面

から支えていただくことで、「かが BBQ に協賛しているなら良い店（人）やね」

という、ご好評を得ていただければと願っています。 

そのためにも、今後も毎年開催していき、かが BBQ の知名度の向上、ひいてはご

協賛いただいた方々のブランド向上に努めていきたいと存じます。 

 

以上、主催の思いを汲んでいただいた上で、かが BBQ を楽しんでくだされば幸い

です。 

 

 

主催:「かが BBQ 実行委員会」 

（旧おもしろそうなことやり隊） 

代表 かが BBQ 総合プロデューサー 

株式会社 KK-NET 代表取締役 松本勇司 

協力:サンルーカス・かがこまわくわくメンバー 



「かが BBQ」ご協賛のお願いと主催の思い（趣意書） 

 

■「かが BBQ」開催趣旨 

一個人や一社は微力だとしても、心ある方々が協力したら、地元・加賀の人

たちやそこに所以がある人たちに、心に響くようなイベントを創れるのでは

ないか？ 多数の参加者に、満面の笑顔で楽しんでもらえるのではないか？ 

 

他の地域に引っ越してしまう加賀市出身者も多いなか、今も加賀市に住んで

いる方々に、「加賀市民で良かった！」と思える機会をひとつでも多く作りた

い。できることなら、他の地域から加賀に引っ越して来て、「第二の故郷」と

して住んでいただきたい。 

そんな思いから、加賀市民は無料で参加できる「かが BBQ」が生まれました。 

 

■「かが BBQ」開催実績 

初開催の 2016 年には 124 名、2017 年は 234 名、2018 年は 402 名のご参加を

いただきました。 

 

さらに、一個人の思いから始まった、かが BBQ の初開催(2016 年)に、現職の

国会議員の方がお越しくださいました。行動を起こせば思いは伝わるのだと、

主催の代表としてひとつの自信になり、本当に感謝しております。 

2017 年、2018 年にもおいでいただきました。 

 

「加賀市に引っ越してきたばかりだけど、かが BBQ に参加できて良かった！」

という参加者の声もいただいています。 

 

■「かが BBQ」ご協賛のお願い 

「かが BBQ」は、協賛者の皆様の協賛金によって支えられています。 

開催趣旨にご賛同いただき、ご協賛いただけましたら幸いです。 

 

●協賛金額 

団体・組織様 ２万円～30 万円 / 企業様:１万円～20 万円 / 

個人様:5000 円～10 万円 

 

●協賛の特典 

1.ご協賛いただいたお礼として、「おもしろいことやり隊」のホームページに、

（ご希望であれば）御社名または個人名を永続的に掲載いたします。 

当サイトから御社のサイトへリンクを張るご要望も承ります。 

※検索キーワード「おもしろそうなことやり隊」で検索すれば、いつでも閲覧可能です 



2.協賛金に応じて、ご関係者やご友人等を「かが BBQ」にご招待できます 

※おひとり様 2500 円換算。例えば１万円のご協賛は、代表者様を含めて最大４名様 

まで、7/6(土)までに事前予約をいただければ無料で参加可能。 

 

3.今後企画するイベント等についてお声がけいたします。ご希望があれば、

協賛者専用 facebook メッセンジャーにご招待いたします。 

 

「かが BBQ」に協賛したという事実の宣伝自体が、お店のブランディングに

もつながるかと存じます。 

 

加賀市民のためのイベントへのご協賛によって、加賀市民から御社（または

ご本人）への信頼が高まり、地域活性化に関心を持つ数々のお店が繁栄する

ことを望んでいます。 

 

そのような流れが生まれてきた暁には、「協賛者（協賛店）による優しい方々

のグループ」（ご参加は任意）を作り、さらに加賀市を「住みやすい街」に

していけるように、お話を進めていけたら幸いです。 

「加賀市民で良かった！」と思える人を増やしていきたいと考えております。 

 

以上、「かが BBQ」を加賀の夏の風物詩にするためのご協賛をよろしくお願い

いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※協賛金は、かが BBQ 終了後も随時受付。本年または翌年の開催費用に充てます。 

 

主催:「かが BBQ 実行委員会」 

（旧おもしろそうなことやり隊） 

代表・かが BBQ 総合プロデューサー 

株式会社 KK-NET 代表取締役:松本勇司 

協力:かがこまわくわくメンバー 

★「かが BBQ」 協賛金のご送金先 

 

●ゆうちょ銀行（郵便局） 

【口座記号】13180 【番号】20625371 

【名義】おもしろそうなことやり隊（オモシロソウナコトヤリタイ） 

 

※郵便局以外からご入金の場合 

【店名】三一八（サンイチハチ） 【店番】318 

【預金種目】普通預金 【口座番号】2062537 

 

 

現在のご協賛は 

←に掲載中 



かがＢＢＱ 鉄板ルール 

※必ず守ってください 
理由：参加者のみなさんに「優しいイベントやなあ」と感じていただくため♪ 

 

1. 焼肉・やきそばなどを食べる順番は、

おじいちゃんおばあちゃん・小さな

お子さん・女性を優先して下さい。 
心優しい方は、なるべく他のみなさんの分も配ってあげて下さい 

 

2. 焼肉・やきそばなどを食べる鉄板に

は、赤・青・黄のうちどれかの色が

掲げられていますので、受付で受け

取った【リストバンドと同じ色】の

鉄板で食べ物を受け取って下さい。 

 

3. 上記に反する行為が見られた場合、

参加者のみなさんで、優しく注意 

してあげて下さい。 
 



かがＢＢＱ「一日三善」 
かが BBQ を優しいイベントにするために、3 つ以上の良いことをしてみましょう 

 

～例えばこんなこと～ 

★知らない人とあいさつをする 

★ひとりぼっちの人とお話する 

★ゴミを拾う 

★他の人のためにお肉をとってあげる 

★飲み物を持ってきてあげる 

★「いただきます」を言う 

★「ごちそうさま」を言う 

★忙しそうな誰かを手伝ってあげる 

★親切をされたと感じた人にお礼を言う 

 

★かが BBQ に参加したご感想やご意見を LINE で伝える 

★「来年のかが BBQ も参加したい！」と LINE で伝える 

★Facebook などで、かが BBQ の記事や写真を投稿する 

→Facebook、Instagram、Twitter 投稿でのハッシュタグ→ #かが BBQ 



かがＢＢＱタイムスケジュール 
※当日の状況次第でスケジュールが変更になる場合があります 

 

１４：００～（加賀市民以外） 

１４：３０～（加賀市民） 受付開始 

 ※ リストバンド（腕輪）が受付済の目印ですので、必ずご着用ください。 

 ※ 乾杯用ドリンク（缶ビール or ソフトドリンク）をお受け取りください。 

 

１５：００～ かが BBQ 開始のあいさつ 

主催のあいさつ みなさんで乾杯 

 

１５：１０頃～ かが BBQ 開始 

※ 参加者同士でどんどんお話をして、お友達をたくさん作ってくださいね～♪ 

 

※ 飲酒する場合は運転をせず、お酒を飲まない人のお車に乗り合わせるか、 

代行をご利用ください。 

 

※ 親御さんは、お子様から目を離さないようにご注意ください。 

 

１５：３０頃～ 協賛者のご紹介 

 

１６：００頃～、１７：００頃～、１８：００頃～ 

記念撮影（自由参加） 「参加者全員でハイタッチ！」（2 回程度の予定） 

 

開催時間未定 ミニイベント（自由参加。無料） 

スイカ割り／似顔絵（先着順。1 時間のみ）／ミニライブ etc 

 

１８：３０頃～ 後片付け 

※ 参加者全員のご協力でゴミの跡片付けをお願いします 

 

１８：５５頃～ 終了のあいさつ 

１9：１５頃～ フリータイム（自由時間） 



かがＢＢＱ ご協賛紹介 
ご協賛の皆様がいらっしゃるからこそ「かが BBQ」を開催できます！ 

 

 

【かが BBQ 発案】 

★加賀市山代温泉のくるま屋 

  株式会社 KK-NET 

  代表取締役 松本勇司 様 

0761-75-7667 
 

 

【開催会場提供】 

★加賀市片野海岸 海の家 

  SUN LUCAS(サンルーカス) 

  オーナー 中西隼一 様 

090-2370-2234 
協賛理由：主催(松本勇司)の「みんな楽しんでくれたら嬉しい」 

という思いに賛同しているから。 

 



 

 

【超弩級ご協賛】 

★白山市の投資家 

  合同会社クレシェンド 

  代表取締役社長 佐藤真 様 

090-1314-1040 
協賛理由：心創りイベントに、熱い仲間と取り組んで楽しみ、 

今後、地域活性化させたいから。 

 

 

 

【弩級ご協賛】 

★加賀市山代温泉の不動産屋 

  株式会社あーすエステート 

  代表取締役社長 木村峯久 様 

0761-77-5117 
協賛理由：加賀の活性化に向けた素晴らしい企画。 

ひとりでも多くの方に楽しんでいただければと思ったので。 

 



 

 

他にも、いろいろな方々のご協力で、 

かが BBQ は成り立っています。 

 

公式サイトでは、ご協賛をいただいて

いる皆様を随時発表しています。 

 

 

★かが BBQ 実行委員会 公式サイト 

 
http://www.omoshirotai.com/ 

http://www.omoshirotai.com/

