社員/会員
向けイベント

（

一般の方には公開
しておりません。

）

被災地産品消費
拡大キャンペーン
10〜11月（うち、2〜4週間）

社員食堂や社内のカフェテリアにて、被災
地産食材等を使った特別メニューの提供や、
被災地産品の販売を行います。社員一人
ひとりが被災地産品の消費拡大に協力す
ることで、
風評被害からの販路の回復や震
災の風化防止に努めます。
■場所:野村證券・野村ホールディングス
社員食堂
■主催:野村ホールディングス

「福島へ行こう!」 被災地の
キャンペーン
（秋） 現況視察会
10/10（水）〜11/30（金）

「福島へ行こう!」キャンペーンとして、①本
社と国内4事業所へのポスター掲示・旅行
パンフレット配布、イントラネットでの福島
観光スポット紹介、②社員有志による福島
県南相馬市での
「福島ボランティアツアー」
、
③ 社 員 有 志 で の「 日 本 橋 ふくしま 館
MIDETTE」
訪問と福島名産品の購入を実
施します。
■場所:フジクラ本社および国内事業所
■主催:フジクラグループCSR委員会推進事務局

10/18（木）
・19（金）

社内プロジェクトメンバーによる被災地現
況視察会を実施し、南東北
（福島県）の復
興状況の把握を行い、現地需要の掘り起
こしに取組みます。被災エリアの復興事業
への積極的な参画を通じて、早期復興へ
の貢献を目指します。

■場所:南東北
（福島県）
■主催:三機工業震災復興プロジェクト

福島復興支援
イベント

10月、11月各1回
10:15〜13:30（日程未定）

福島県の復興支援のため、工場食堂にて
ランチタイムに、福島県産こしひかりやひ
とめぼれ等を使用した丼メニューを提供し
ます。

東北復興
応援イベント

10/1（月）〜11/30（金）
工場内社員食堂で、東北各県のご当地メ
ニューを提供する
「東北復興フェア」を開
催します。また社員の懇親会で使用する
社員クラブでは、
東北の地酒を提供します。

■場所:工場食堂
「ひだまり」
■主催:エームサービス、
東レ三島工場

■場所:東レ石川工場
（石川県能美市北市町リ1番地）
■主催:東レ石川工場、
エームサービス
〔食堂運営会社〕

東北復興応援
フェスタ2018

さくら
プロジェクト

社員クラブ：10/19（金）、10/26（金） 10/20（土）
・21（日）
社員食堂：10/23（火）、10/24（水） 津波で甚大な被害を受けた、宮城県亘理
社員食堂や社員クラブにて、東北産の食
材を使用したおいしいグルメを提供します。

■場所:社員クラブ、
社員食堂
■主催:東レ 愛媛工場

郡山元町にある戸花山
（とはなやま）を桜
の名所にすることを目指し活動しています。
地元グループの方々とともに、山の保全
活動や、
これまで植樹してきた桜の幼木の
手入れを行います。
■場所:宮城県亘理郡
（わたりぐん）
山元町
（やまもとちょう）
■主催:野村ホールディングス

食べて応援、買って応援、 JATAの道
プロジェクト
東北応援フェア

石巻マルシェ
（物産展） 東北復興支援
フェアー2018
in ライオン

SUBARUの工場・事業所の社員食堂と独身
寮食堂運営会社がタイアップし、東北の食材
を使ったご当地メニューウィークを実施します。
売り場設置が可能な事業所では、郷土菓子
等の東北物産展を同時開催します。また本社
ビル大会議室では、岩手・宮城・福島各県の
地元特産品を販売する物産展を開催します。

石巻の経済復興支援の一環として、
ライオ
ン社内で石巻の名産品等を販売するマル
シェを2012年から継続的に開催。今年も
牛タンつくね、サバ缶、冷凍しめ鯖等の販
売を通じて、石巻の復興を応援します。

10月下旬〜11月中旬（予定） 10/26（金）
・27（土）

■場所:本社ビルおよび社員食堂・
独身寮
（恵比寿、
三鷹、
群馬、
宇都宮）
■主催:SUBARU

「新しい東北観光」の実現に向け、会員の
旅行会社が東北地域にて実地踏査等に取
組みます。当日は復興のシンボルとして整
備された
「みちのく潮風トレイル」の体験
ウォーキングや、岩手県太平洋沿岸地域
の視察等を行い、観光による交流活性化
と地域経済の振興を図ります。
■場所:岩手県宮古市、
岩手県下閉伊
（しもへい）
郡山田町他
■主催:日本旅行業協会

10/30（火）～11/1（木）

■場所:ライオン本社、
両国、
平井事業所
■主催:ライオン

東北地方特産品の 食べて応援しよう！ 福島のお米を
社内販売
東北うまいものキャンペーン 食べよう!

11月（土・日・祝日を除く）

「東レ社員クラブ
（1階）
」では、福島県産物を
中心に、東北産の食材を活用した料理とワイ
ンを提供します。また、
「東レ室町社員クラブ
（9
階）」では、東北産の食材を使った料理と東
北の地酒による和食イベントを開催します。
■場所:東 京都中央区日本橋本石町3-3-16
東レ社員クラブ
（日本橋室町ビル1F:洋
食店）
、東レ室町社員クラブ
（日本橋室
町ビル9F:和食店）
■主催:東レエンタープライズ

東北グルメフェア

11/15（木）、16（金）、19（月）

11月中（予定）

11月

11/1（木）〜30（金）

本社ビル9階コミュニケーションスペース
で、当社の工場が所在する岩手県大船渡
市をはじめとした東北地方の特産品を販
売する物産展を開催します。

社員食堂にて、東北産の食材を使った東
北のご当地メニューを提供します。
また、生協にて東北の名産品の販売を行
います。

福島県の農産物の風評被害低減の取り組
みに賛同し、大和証券グループ・本社内カ
フェテリア
「24cafe」で、福島県産米を使
用したメニューの提供で応援します。

東北の料理を楽しみながら東北産の食材
の消費量アップに貢献するため、
社員食堂
にて東北の食材を使用したメニューや郷
土料理、
ご当地メニューを提供します。
トヨ
タ生協店舗
「メグリア」では東北物産展も
開催します。

■場所:太平洋セメント本社ビル9階
コミュニケーションスペース
■主催:太平洋セメント

■場所:ダイハツ工業
■主催:ダイハツ工業

■場所:大和証券グループ・本社内
「24cafe」
■主催:大和証券グループ
■協力:ECOLOVE

■場所:トヨタ自動車社員食堂
■主催:トヨタ生協、
トヨタ自動車

社員食堂／生協

復興応援マルシェ 東日本大震災復興支援
「食べてけ菜
（さい）
」 企業マルシェ「うまいもの市場」
11/28（水）
16:00〜18:00

東日本大震災で津波被害を受けた宮城県
東松島市で採れた野菜とその加工品等を
中心に、
社内販売を行います。

■場所:東二番丁スクエア14階
（KDDI事務所内で実施）
■主催:KDDI株式会社 東北総支社

（予定）
11/30（金）

福島県、宮城県を応援する社内向けマル
シェです。当日は地元の生産者などが店
舗を迎え、
ご当地の特産物を提供。生活に
深く関わる
「食」
を通じた支援を行います。

■場所:共同印刷本社101ホール
（東京都文京区小石川4-14-12）
■主催:共同印刷CSR本部
コーポレートコミュニケーション部

あ

社でも取り組んでみませ
会
の
んか
？
なた

福島の花
野口勝宏写真展
9/4（火）〜10/31（水）

福島県猪苗代町生まれの写真家、野口勝
宏氏が、
「福島の花の美しさで世界の人々
を笑顔にしたい」という思いで撮影した花
の写真展。花々が自生する場所の紹介や
園芸種を栽培する農家との交流等に関す
る野口氏の言葉を各作品に添えて、大パ
ネルで掲示します。
■場所:ECOM駿河台 2階
（東京都千代田区神田駿河台3-11-1）
■主催:三井住友海上火災保険

ふれあいの赤い
東北復興応援
エプロンプロジェクト 商品の販売
10月〜11月を含め毎月随時開催

応急仮設住宅や災害公営住宅などの住民の方向けの、
栄養バランスの良い食事を「いっしょに作って、いっしょ
に食べる」参加型の移動式料理教室です。この活動は
2011年10月にスタートし、現在も対象各県で毎月随時
開催し、食を通じたコミュニティづくりを応援しています。
■場所:岩手県、宮城県、福島県の応急仮設住宅・
災害公営住宅の集会所等
■主催:各社会福祉協議会、現地のNPO団体・
自治会、食生活改善推進協議会等
※味の素ファンデーションが運営

10月～11月

（期間内で段階的に販売）
東北各県のご当地メニューや、地域の生
産物を使用した商品を販売。
おにぎり、
麺類、
惣菜、
パン、
スイーツ等の販売を通じて、
地
域の優良原材料とそのおいしさをPRしま
す。
■場所:東北6県セブン‐イレブン店舗
■主催:セブン‐イレブン・ジャパン

開業30周年記念 「被災地に音楽を」
ココロハコブプロジェクト 南会津
による無料コンサート いわて♡みやぎ♡ふくしま 新そばまつり
「食の祭典
10/7（日）10:00〜20:00、
〜東北を元気に〜」 ①10/4（木） ②10/8（月・祝） フェスタ@MEGA WEB
10/2（火）18:00〜

ホテルメトロポリタン仙台開業30周年にあたり、被災
地支援の一環として東北の食材をPRする食の祭典（ご
招待者限定イベント）を開催。食を通じて培ってきた地
域とのつながりを活かし、宮城を中心に東北各地で生
産されたさまざまな食材を使ったお料理を提供します。

被災地域の方々を対象に、地域を元気にするプロジェ
クトを展開しています。①三春町では小学生にプロ
の弦楽四重奏のアンサンブルをお聴きいただき、②
南相馬市では市内中学校吹奏楽部と楽団員が共演
いたします。子どもたちとの交流を通して、地域コミュ
ニティの活性化の一助になればと考えております。

■場所:ホテルメトロポリタン仙台 4階
グランドボールルームSENDAI
■主催:ホテルメトロポリタン仙台

■場所:①三春交流館まほら
（福島県田村郡三
春町）
、②ゆめはっと
（福島県南相馬市）
■主催:文化庁／日本フィルハーモニー交響楽団
※三菱UFJニコスが協賛

遠野
五日市マルシェ

第56回MFJ-GP
モトクロス大会

10/21（日）

「遠野みらい創りカレッジ」を会場に、岩手
県内のさまざまな出店者がプロ・アマ問わ
ず一堂に会するマルシェです。各出店者が
アクセサリー、小物、アロマグッズ等さま
ざまなアイテムを販売。キッチンカーも登
場し、
おいしいグルメを提供します。

■場所:遠野みらい創りカレッジ
■主催:遠野みらい創りカレッジ
（富士ゼロックス）

10/27（土）
・28（日）

国内を代表するモトクロスコースにて、国
内最高峰のオフロードバイクレースを開
催します。本大会は今年4月より日本全国
で実施してきた全日本モトクロス選手権シ
リーズの第9戦にあたります。シリーズ最
終戦を宮城県で開催することで、東北の
元気な姿を全国に発信します。
■場所:スポーツランドSUGO インターナショ
ナルモトクロスコース
（宮城県）
■主催:菅生／日本モーターサイクルスポーツ協会

IHIフォーラム
まるごと南会津
2018（マルシェ） 観光PRフェア
11/14（水）〜17（土）

IHIグループの製品・技術展示等を行う
「IHI
フォーラム2018」内にて、IHIに関係の深
い福島県、山形県、秋田県、鹿児島県、熊
本県の物産を集めてご紹介。観光案内や
イベントも開催予定です。

■場所:豊洲IHIビル
■主催:IHI総務部

11/17（土）10:00〜17:00、
11/18（日）10:00〜15:00

福島県南会津地方の魅力が満載の観光イベ
ントです。
「イワナの塩焼き」
「きのこけんちん
すいとん」等の南会津地方の食材を使用した
食の提供や特産品の販売に加え、伝統芸能
のステージ、湯野上温泉の湯を楽しめる移動
足湯、
ゆるキャラによる観光PR等を実施します。
■場所:上野恩賜公園噴水前広場
（東京都台東区）
■主催:まるごと南会津観光PRフェア実行委員会
※東武鉄道が後援

10/6（土）
・7（日）
・8（月・ 祝）
11:00〜17:00

過去3回、岩手・宮城・福島各県と行ってきた「ココ
ロハコブプロジェクト」を、今回は3県合同イベント
として開催します。会期中は復興に向けた取組み
のPRや、物産品・伝統工芸品の販売、郷土芸能の
実演・ワークショップ、観光PR、試食会等を行います。
■場所:MEGA WEB
■主催:アムラックストヨタ、
トヨタ自動車

10/8（月・祝）10:00〜16:00

福島県産そば種
「会津のかおり」等を使用
した、香り高い手打ちの新そばをできたて
で販売します。他にも、
「しんごろう」
をはじ
めとした南会津地方の郷土料理の提供や、
酒造4蔵の地酒の試飲・販売等を行います。
■場所:南会津町御蔵入交流館特設会場
■主催:南会津町
※東武鉄道が後援

JTB主催イベント （仮称）JAまるしぇ有楽町
「杜の賑い・東京」 in AUTUMN 2018
10/31（水）

11月

東北を含めた全国の伝統芸能が一堂に会
する
「ステージエンターテーメント」
。当日
の来場者に向けて東北の観光情報・産品
をPRします。

昨年度、東北6県の旬の野菜や果実の販
売で好評だった
「大手町マルシェ×JAまる
しぇ」
が、
今秋は有楽町エリアに登場。オフィ
スで働く人や街を行き交う人に食と農の
魅力を発信します。

■場所:東京ドームシティホール
■主催:JTB

東北特集

11/21（水）〜27（火）
銀座三越の食品フロアにおいて、冬の食
卓を彩る東北各県の旬の食品や、人気の
東北食材をクローズアップしてご紹介しま
す。

■場所:銀座三越地下3階食品フロア
■主催:銀座三越

福島県新地町の
物産販売

スポーツ体験プログラムへの SL大樹から
会津へ
無料ご招待
10月〜11月

10月〜11月

極上の会津
フェスティバル

日頃から運動する習慣がない方を対象に、
健康づくりのきっかけとなる体験プログラ
ムを実施します。この取り組みを通じて、健
康増進を図り、
心身の復興をサポートします。
※予め、ご予約の上、本チラシをご持参く
ださい。おひとり様1回に限りご利用い
ただけます。(詳細はお問合せください。)

SL大樹が走る東武鬼怒川沿線では、福島
県会津地方の応援企画として、10月〜11
月に、地域イベントにあわせて東北復興の
応援やSL観光アテンダントによる会津観
光PRを実施します。また、SL大樹乗車キャ
ンペーンとして、SL大樹のロゴがデザイン
された会津塗の手塩皿をプレゼントします。

福島県の会津地域17市町村の食や物産
の販売を中心とした観光PRイベントを開
催します。

■場所:東北エリアのスポーツクラブルネサンス(仙台泉中央、
仙台南光台、仙台長町南、山形、福島、郡山、いわき)
■主催:ルネサンス

■場所:SL大樹 下今市駅〜鬼怒川温泉駅および
東武鬼怒川沿線
■主催:東武鉄道、
日光市観光協会

■場所:首都圏
■主催:極上の会津プロジェクト協議会
※東武鉄道が後援

東北・みやぎ復興 スマイル
マラソン2018
マーケット

10/12（金）11:00～18:00

10/13(土）
・10/14（日）

10/13（土）〜14（日）

福島県沿岸北部の新地町は、美しい水と緑
に囲まれた自然豊かな田園都市。新地の
豊かな恵みと町の魅力をＰＲする
「新地まる
ごと物産市」
を開催します。ニラやトマト・り
んごなど新鮮な農産品の販売や、特産品
のイチジクの加工品等を販売。新地の観光
ＰＲや移住ＰＲのコーナーも設置します。

東日本大震災で津波被害を受けた地域をコー
スにしたマラソン大会です。復興の道を歩む被
災地の“いま”を、走りながら体感できます。コー
スの各所には、被災各県のグルメ等で栄養・水
分補給できるオリジナルエイドステーションを
設置。発着地点では復興マルシェも開催されます。

2014年から定期的に開催してきた
「復興
応援スマイルマーケット」
を、
今秋も開催し
ます。被災事業者・団体が中心となって、
雑
貨やアクセサリー等の手作り作品を販売し、
販路拡大と地域支援に貢献します。

■場所:千代田区丸の内1-7-12
サピアタワー１階 外通路
■主催:福島県新地町

デンソー夢卵
11/3（土・祝）
・4（日）

デンソーが主催する会社公式アイデアコ
ンテストイベント
「デンソー夢卵2018」の
会場に、
東北自慢の海鮮炭火焼や物産ブー
スを出展します。また、東北のご当地キャ
ラクターが来場するほか、PRステージ等
も開催します。

■場所:宮城県立都市公園 岩沼海浜緑地・北ブ
ロック
（宮城県岩沼市下野郷字浜234）
■主催:仙台放送※あいおいニッセイ同和損保
がオフィシャルパートナーとして協賛

福島くらし&
東北の挑戦・
しごとフェア2018 魅力祭り
11/4（日）

「福島県と関わりを持ちたい・応援したい・
住みたい・戻りたい」
という方ならどなたで
も！福島県ならではの魅力を紹介して、
交流・
定住に向けたお手伝いをするイベントです。
福島の暮らしと仕事の相談会のほか、移
住希望者へのお試し暮らしや体験ツアー
の紹介等を実施します。

■場所:有楽町農林中央金庫ビル近辺
■主催:JA全中、
農林中央金庫、三菱地所、
エコッツェリア協会

■場所:デンソー本社
■主催:デンソー

■場所:東京交通会館12階
ダイヤモンドホール
（JR有楽町駅前）
■主催:福島県

Remember HOPE
ART WEEK

岩手復興
剣道練成会

2018秋・冬
サンクスフェア

アートをテーマにしたチャリティイベント
です。岩手県陸前高田市・宮城県南三陸町
等で復興支援に携わる世界的建築家・隈
研吾氏の建築作品の写真展示、
「 奇跡の
一本松」をモチーフにしたアートカーの展
示を行います。どなたでも参加いただけ
るチャリティフォトコンテストも開催します。

富士ゼロックス剣道部が遠野市民センター
に足を運び、岩手県沿岸部を含む遠野市
内外の剣道を愛する方々と一緒にスポー
ツ交流を行います。

■場所:日本アムウェイ本社
（渋谷区宇田川町）
■主催:日本アムウェイ、
メルセデス・ベンツ日本

■場所:遠野市民センター体育館
■主催:遠野みらい創りカレッジ
（富士ゼロックス）

11/22（木）～12/10（月）

11/23（金・祝）
・24（土）

■場所:エスパル仙台東館2階
伊達のこみち前イベントスペース等
■主催:エスパル仙台

11/7（水）

東北の皆様の復興や成長に向けた「様々な
挑戦」をご紹介するとともに、
「東北の魅力・
豊かな恵み」を堪能いただくイベントを開催
します。当日は東北の逸品を販売する物産コー
ナーや東北の地酒とおつまみを味わってい
ただくコーナー、観光情報や挑戦を紹介する
多彩なステージプログラム等を実施します。
■場所:KITTE 1階アトリウム、
KITTE 地下1階東京シティアイ
■主催:東京海上日動火災保険

10月中（日程は後日確定）

みちのくマルシェ
10/20（土）、
11/17（土）
（予定）

花王、JCB、ベネッセホールディングス、電
通が参画する東北のリーダー支援コンソー
シアム
「みちのく復興事業パートナーズ」
と東芝が、東北のものづくり団体を支援。
岩手・宮城・福島各県の参加団体が、生活
者にとって価値あるブランドに成長するこ
とを目指して、生活者ヒアリングや商品の
販売を行います。
■場所:アークヒルズ アークカラヤン広場
■主催:みちのく復興事業パートナーズ・東芝

食べて復興
「クロネコウィーク」
11/12（月）～17（土）

※土曜日は銀座店のみ
店舗の営業時間により異なります

宅急便とゆかりある東北の魅力的な食材
を活用した新メニューを提供することで、
復興を応援いたします。
■場所:スワンカフェ＆ベーカリー
銀座店・赤坂店・羽田CHRONOGATE店
■主催:スワン、
ヤマト運輸

「スパイス&ハーブ」 岩手・宮城・福島
東北３県味めぐり
で南三陸町の
11/24（土）9:30〜17:00、 特産品を応援!
11/28（水）〜12/4（火）

11/25（日）9:30〜15:00

東レ石川工場の社員の方々と地域の方々
に喜んでいただける感謝セールを行いま
す。東レ商品の販売の他に、東北復興応援
キャンペーン企画として東北特産物コー
ナーを設置し販売を行います。
■場所:根上総合文化会館
（石川県能美市大成町ヌ118番地）
■主催:東レグループ 石川殖産

11/25（日）

11月25日に開催される
「志津川湾 鮭・いくら
まつり福興市」にエスビー食品が参加。
「地の恵
み スパイス&ハーブ」を使った鮭やいくらの新
たなメニュー提案を通じて特産品をPRし、被災
地の復興を支援します。また「スパイスブレンド
体験」
等を実施し、地元の方々との交流を図ります。

日本橋三越では、敷地内の大規模ハウスで栽培された
新鮮なトマトが楽しめるレストランや加工品が人気の、
福島県いわき市のトマトのテーマパーク「ワンダーファー
ム」や、古くから漁業で栄え、世界三大漁場の一つと言
われる三陸の海に囲まれた宮城県牡鹿郡女川町で、昭
和20年台から鮮魚を扱ってきた株式会社石森商店と
株式会社岡清がタッグを組み誕生した「株式会社鮮冷」
が登場。震災から超回復する東北の姿をご紹介します。

■場所:志津川仮設魚市場特設会場
■主催:南三陸福興市実行委員会 ※エスビー食品協賛

■場所:日本橋三越地下1階フードコレクション
■主催:日本橋三越本店

