
カープ球団の地域貢献活動 〔参考資料４〕

開始 終了

1 1 啓 「110番の日」一日通信指令官 広島県警察本部
「110番の日」イベント。広島県警察本部、一日通信指令官として選手派遣。
参加選手：小窪、前田（健）

広島県警察本部 1/10

2 1 啓 レッドリボンキャンペーン 広島市健康福祉局
H20.12,1から、広島市ホームページへ選手によるエイズ啓発ビデオメッセージ掲載。
反響の良さから、H21.1.31までの掲載期間を、Ｈ21.5.31まで延長。

2/1

3 1 啓 ドナーバンク （財）ひろしまドナーバンク 臓器提供意思表示カードデザインへ、Ｐ３ ３団体のマスコットを起用。球団商標使用は無償協力。 4/1

4 1 啓 オレンジリボンキャンペーン 広島県健康福祉局
児童虐待防止「オレンジリボンキャンペーン」への協力として、広島県健康福祉局制作のリーフレッ
ト・クリアファイルへ梵選手・スラィリー起用。選手出演や球団商標使用は無償協力。

4/1

5 1 啓 裁判員制度
広島地方裁判所、広島地方検察庁、
広島県弁護士会

「5/21 裁判員制度開始」　 一般への制度定着を目指す法曹三者への協力の一環として、試合にお
いて裁判員制度ＰＲを実施。

マツダスタジアム
＜ロッテ戦＞ 5/27

6 1 啓 臓器提供意思表示カード配布 （財）ひろしまドナーバンク Ｐ３ｷｬﾗｸﾀｰﾃﾞｻﾞｲﾝの臓器提供意思表示カード10,000枚を来場者へ配布。
マツダスタジアム
＜ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ戦＞ 6/6

7 1 啓
マツダスタジアム「ごみゼロ」
キャンペーン 広島市 環境局

6/7 広島市内中心部で行われる「ごみゼロ・クリーンウォーク」に合わせて、ﾏﾂﾀﾞｽﾀｼﾞｱﾑ周辺でのﾎﾟ
ｲ捨てｺﾞﾐ追放を呼びかけ。 ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ期間は、6/7～ﾌﾟﾛ野球ｼｰｽﾞﾝ終了まで。

マツダスタジアム
＜ｵﾘｯｸｽ戦＞ 6/7

8 1 啓 臓器提供意思表示カード配布 （財）ひろしまドナーバンク Ｐ３ｷｬﾗｸﾀｰﾃﾞｻﾞｲﾝの臓器提供意思表示カード3,000枚を来場者へ配布。
尾道しまなみ球場

＜ｵﾘｯｸｽ戦＞ 6/8

9 1 啓 臓器提供意思表示カード配布 （財）ひろしまドナーバンク Ｐ３ｷｬﾗｸﾀｰﾃﾞｻﾞｲﾝの臓器提供意思表示カード5,000枚を来場者へ配布。
三次きんさいｽﾀｼﾞｱﾑ

＜楽天戦＞ 6/17

10 1 啓 ピンクリボン de カープ ﾋﾟﾝｸﾘﾎﾞﾝｷｬﾝﾍﾟｰﾝ実行委員会
乳がんの早期発見、早期治療を啓発。３回目となる今年は、実際的な内容を目指す。
自己検診模型10台、マンモ検診車2台、エコー診断者1台を設置。

マツダスタジアム
＜日本ハム戦＞ 6/21

11 1 啓 写真展への協力 盲導犬の理解をすすめるキキの会
「盲導犬の理解をすすめるキキの会」へボランティアで参加する上野ｶﾒﾗﾏﾝ個展への協力。上野ｶﾒ
ﾗﾏﾝ撮影の選手とキキの写真使用に際し無償許可とする。

福屋 広島駅前店 7/23 7/29

12 1 啓 広島県応援デー 広島県庁
「ＢＵＹひろしま」運動ＰＲを実施。
県庁職員 ８７０名による大型観戦も実施。

マツダスタジアム
＜横浜戦＞ 7/31

13 1 啓 8．6ﾋﾟｰｽﾗｲﾝﾒｯｾｰｼﾞ 広島市立大学2009ﾋﾟｰｽﾗｲﾝ実行委員会
広島市立大学学生を中心としたｲﾍﾞﾝﾄ。「原爆の日」に原爆ﾄﾞｰﾑと同じ高さに位置するﾏﾂﾀﾞｽﾀｼﾞｱﾑ
観客席にｷｬﾝﾄﾞﾙを灯し、平和のﾒｯｾｰｼﾞを発信。

マツダスタジアム 8/6

14 1 啓 盗難防止キャンペーン 広島東警察署 ひったくり防止呼びかけを球場駐輪場にて実施　　スラィリー派遣
マツダスタジアム

駐輪場 8/7

15 1 啓 「減らそう犯罪」呼びかけ 広島県警察本部 「減らそう犯罪」呼びかけをメインゲートにて実施　　スラィリー派遣
マツダスタジアム

メインゲート 8/11

16 1 啓 投票呼び掛け 広島市選挙管理委員会 広島県知事選挙への投票を呼び掛けるPRDVDを、試合日にビジョン放映
マツダスタジアム

＜中日戦＞ 8/18 8/20

17 1 啓 投票呼び掛け 広島市選挙管理委員会 広島県知事選挙への投票を呼び掛けるティッシュを来場者へ配布
マツダスタジアム

＜中日戦＞ 8/20

内　　容 会場
実施期間

№ タイトル 関 係 先ｺｰﾄﾞ 区分
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開始 終了
内　　容 会場

実施期間
№ タイトル 関 係 先ｺｰﾄﾞ 区分

18 1 啓
打ち水大作戦
2009ひろしま

広島市下水道局
下水道再生水の有効利用をPRする打ち水イベントへスラィリー参加。
大州学区内住民を対象。

マツダスタジアム 8/21

19 1 啓 車イス使用者球場開放デー
広島市心身障害者福祉センター
広島市障害者スポーツ協会

車いす使用者のためのスペシャルスタジアムツアー、ﾊﾟｰﾃｨｰﾙｰﾑでお弁当
ｺﾝｺｰｽ上でﾌﾗｲﾝｸﾞﾃﾞｨｽｸ（ﾌﾘｽﾋﾞｰのｽﾄﾗｯｸｱｳﾄ）、ｺﾝｺｰｽでｽｲｰﾂ販売（ｱｲｽ・かき氷）

マツダスタジアム 8/23

20 1 啓 投票呼び掛け 広島市選挙管理委員会 衆議院選挙への投票を呼び掛けるPRDVDを、試合日にビジョン放映
マツダスタジアム
＜ヤクルト戦＞ 8/25 8/27

21 1 啓 投票呼び掛け 広島県選挙管理委員会 衆議院選挙への投票を呼び掛けるティッシュを来場者へ配布
マツダスタジアム
＜ヤクルト戦＞ 8/27

22 1 啓 ピースラインナイター２００９ 生協ひろしま
広島復興の象徴として、多くの方の熱意で誕生したカープと旧市民球場への想いや歴史が、次世代
へも継承されていくよう願ったイベント。

マツダスタジアム
＜中日戦＞ 9/15

23 1 啓 赤い羽根コラボナイター
社会福祉法人 広島県共同募金会
みづま工房

「赤い羽根共同募金」活動。　広島県共同募金会 会長 池谷公二郎氏。
池谷会長による始球式や、カープとの特製コラボＴシャツなどで募金活動ＰＲ。

マツダスタジアム
＜ヤクルト戦＞ 9/21

24 1 啓
ﾘﾚｰ・ﾌｫｰ・ﾗｲﾌ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ
2009 in 広島

ﾘﾚｰﾌｫｰﾗｲﾌ広島実行委員会
がん患者支援のチャリティーイベント。24時間夜通しで開催。参加者 およそ１万人。
オークション景品としてグッズ提供。選手２名（河内・中村）もイベントに参加。

旧広島市民球場 9/22 9/23

25 1 啓 盲導犬写真展協力 盲導犬の理解をすすめるキキの会
今秋開催予定 盲導犬写真展への協力の一環として、撮影に協力。
撮影場所としての球場を利用してもらい、２軍の選手達も撮影に協力。

由宇練習場 9/29

26 1 啓
核兵器廃絶に向けた
市民集会

広島市
核兵器廃絶PRの人文字をつくるイベント。　尐年野球チームに所属する子どもたちを中心に２，０００
人が参加。　スラィリー参加。

旧広島市民球場 10/17

27 1 啓 骨髄バンク推進月間行事 ひろしまドナーバンク
臓器提供・移植に関する普及啓発活動の一環として開催される、パネル展および骨髄ドナー登録会
へスラィリー派遣。

ソレイユ 10/25

28 1 啓 ﾌｨﾗﾝｽﾛﾋﾟｰ・ｲｰﾌﾞﾝｶｯﾌﾟ広島 イーブンカップ広島実行委員会
ﾌｨﾗﾝｽﾛﾋﾟｰ・ｲｰﾌﾞﾝｶｯﾌﾟ広島（第10回広島県障害者ゴルフ大会）チャリティーオークションへ選手サイ
ン入り用具等 賞品提供

広島ｶﾝﾂﾘｰ倶楽部 10/26

29 1 啓 チャリティ駅伝大会2009 ﾒｲｸ・ｱ・ｳｨｯｼｭ ｵﾌﾞ ｼﾞｬﾊﾟﾝ 広島支部
難病の子どもの夢を叶えることを目的とし活動する、ボランティア団体主催イベント。
選手を派遣し、一般への周知拡大を目指す。
参加選手３名：山中、中村、山内

広島ビッグアーチ 11/3

30 1 啓 第35回あしながPｳｫｰｸ10 第35回あしながPｳｫｰｸ10実行委員会
広島市内大学生が中心となり開催
恵まれない子ども達の助けとなることを目的としたチャリティーイベントへ選手参加。
参加選手２名：中東、松山

アリスガーデン広場 11/8

31 1 啓
ﾌﾟﾗﾁﾅ世代社会参画促進
ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ2009

広島県プラチナ世代支援協議会
（広島県、広島県社会福祉協議会など）

高齢化社会へと進むなか、広島県では概ね55歳以上を「プラチナ世代」と呼称し、積極的な社会参
画を推進。一般への周知拡大を目的としたトークイベントへ選手出演。

広島産業会館 11/21

32 1 啓 ﾋｭｰﾏﾝﾌｪｽﾀ2008みよし
広島法務局　、　三次市
広島県人権擁護委員連合会

人権啓発イベントへ選手も参加し、更なる効果拡大を目指す。
参加選手２名：梵、栗原

三次市文化会館 11/22

33 1 啓 年末献血キャンペーン 広島県赤十字血液センター
広島市内デパート店内での献血ＰＲイベントへ選手参加。
クイズ大会やミニトークを実施。　参加選手：嶋

府中ソレイユ 11/28

34 1 啓 ﾋｭｰﾏﾝﾌｪｽﾀ2009 in府中町
府中町 、府中町教育委員会 、ﾏﾂﾀﾞ
府中町人権擁護委員連合協議会

人権啓発イベントへ選手も参加し、更なる効果拡大を目指す。
参加選手１名：末永

くすのきプラザ 11/29
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開始 終了
内　　容 会場

実施期間
№ タイトル 関 係 先ｺｰﾄﾞ 区分

35 1 啓
ＮＨＫ歳末海外たすけあい
ﾁｬﾘﾃｨｰﾊﾞｻﾞｰ

広島清流ライオンズクラブ
チャリティーバザーへ協力団体として参加する広島清流ライオンズクラブへ協力。
市民への幅広い啓発を目的に選手を派遣し、サイン会とトークショーを実施。
参加選手３名：篠田、今井、會澤

ＮＨＫ広島放送
センタービル 12/5

36 1 啓 AiDs 愛です！広島 広島市　保健医療課
エイズ啓発イベントへ選手派遣。
参加選手２名：中村、中田

広島市西新天地
公共広場 12/6

37 1 啓 ﾋｭｰﾏﾝﾌｪｽﾀ2009ひろしま
広島法務局、広島県、広島市
広島県人権擁護委員連合会

人権啓発イベントへ選手も参加し、更なる効果拡大を目指す。
参加選手２名：青木（高）、中東

基町クレド 12/6

38 1 啓
自転車盗防止ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ「ｶ
ﾁｶﾁ大作戦」

広島東警察署
広島東防犯組合連合会

自転車盗の防止を図るキャンペーンへ選手派遣。チラシ配布など行い、自転車所有者へ盗難防止
措置について注意をうながす。
参加選手２名：相澤、佐藤

広島駅周辺 12/15

39 1 啓
RCCラジオ・チャリティ・
ミュージックソン

RCCラジオ
視覚障害者のためのチャリティラジオ番組へ選手出演し、啓発効果拡大を図る。
募金を呼びかけ、集められた浄財は「音の出る信号機」のため広島県警へ寄贈される。
出演選手２名：岩本、會澤

ゆめタウン広島店 12/24

40 2 地 子ども会イベント 廿日市市　前空台子ども会
地区の子ども会 六年生送別会。　参加者は 約２００人。
スラィリー参加

ちゅーぴーパーク
ﾒﾃﾞｨｱﾌﾟﾗｻﾞﾎｰﾙ 2/8

41 2 地 ﾊﾞﾚﾝﾀｲﾝﾁｮｺﾚｰﾄ作り むつみ福祉園
福祉施設に通う小・中高生のバレンタイン行事。　参加者 約２０人。
スラィリー参加

むつみ福祉園 2/14

42 2 地
広島駅南口
噴水前広告塔看板

広島市市民局
広島青年会議所

看板デザインへ、カープ・サンフレッチェ 両チームマスコット使用。球団商標使用無償協力。 広島駅南口 2/25

43 2 地 ＴＨＡＮＫＳ５１プロジェクト 広島市立大学
芸術学部学生を中心としたグループ、広島市民球場題材としたドキュメンタリー制作。
3/1ひろしま横川芸術祭での上映のほか、地域で開かれる様々なイベントで上映。

西区民文化センター 3/1

44 2 地 カープV預金発売イベント もみじ銀行
選手・スラィリー銀行を訪問。　定期預金商品の発売開始PRイベントへ出演。
参加選手：東出、栗原

もみじ銀行本店 3/3

45 2 地 定期預金発売イベント 広島銀行
選手・スラィリー銀行を訪問。　定期預金商品の発売開始PRイベントへ出演。
参加選手：ﾌﾞﾗｳﾝ監督、永川、前田(健）

広島銀行本店 3/4

46 2 地 庄原市カープ応援隊 庄原市カープ応援隊実行委員会 庄原市カープ応援隊参加者募集ポスター並び新聞広告チラシへの球団商標使用無償協力。 3/5

47 2 地 文化交流会 （財）上田流和風堂
茶道を学ぶ県内学生と選手との交流会（お茶会）
参加選手１３名：栗原、小窪、篠田、大竹、前田（健）、齋藤、上村、中東、
　　　　　　　　　　　赤松、小松、大島、天谷、山本（芳）

広島縮景園 3/16

48 2 地
市民球場ﾌｧｲﾅﾙｲﾔｰ
写生大会

広島市
中国新聞社

広島市、中国新聞社などで開催された旧広島市民球場での写生大会。
中国新聞ちゅーピーくらぶにて参加者 １，０００人を募集。スラィリー派遣。

旧広島市民球場 3/20

49 2 地 芸備線時刻表パンフレット 三次市　自治振興部
パンフレットへの球団商標使用無償協力。
芸備線対策協議会（広島市・安芸高田市・庄原市・三次市※芸備線沿線の自治体で構成）からの依
頼。芸備線の利用促進を目的とする。

3/20

50 2 地
ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ・ｶｰﾌﾟありがとう
応援ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ

西日本高速道路SHD㈱広島支店
サービスエリア利用者との交流。 観衆人数見込み　３００～５００人。
スラィリー派遣。　同サービスエリアでは、カープグッズ販売コーナーを設置。

宮島ｻｰﾋﾞｽｴﾘｱ 3/21
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開始 終了
内　　容 会場

実施期間
№ タイトル 関 係 先ｺｰﾄﾞ 区分

51 2 地 カープ電車出発式 広島電鉄㈱ シーズン中走行するカープデザインのラッピング電車出発式へ、ﾌﾞﾗｳﾝ監督・ｽﾗｨﾘｰ出席。 広電 西広島駅 3/26

52 2 地 車イス贈呈式 国際ソロプチミスト広島 国際ソロプチミスト広島から球団へ車イス１０台寄付。　試合開始前、グラウンドにて贈呈式実施
マツダスタジアム

＜中日戦＞ 4/11

53 2 地
LET'S GO STADIUM
PROJECT

広島銀行
中国新聞社ｽﾎﾟﾝｻｰﾄﾞｹﾞｰﾑ「LET'S GO STADIUM PROJECT」に広島銀行協賛し、
尐年野球チーム１０団体を招待。広銀行員観戦もあり、全５８０名による観戦実施。

マツダスタジアム
＜巨人戦＞ 4/29

54 2 地
お花を買ってｶｰﾌﾟ観戦ﾁｹｯ
ﾄを当てよう！

㈱朔広告制作所
ショッピングモールでの母の日イベント。
母の日の花購入者を対象としたビンゴゲーム大会。スラィリー派遣

アルパーク 5/9 5/10

55 2 地
カープぬり絵ｺﾝﾃｽﾄ
表彰式

呉市プロ野球公式戦開催実行委員会
呉二河野球場での交流戦開催を記念し行われたぬり絵コンテスト表彰式へ
スラィリー参加。　参加者および観衆人数見込み　２００～３００人。

呉市役所 本庁 5/23

56 2 地 由宇町カープ
ウエスタンフェスタ
由宇町観光協会
広島東洋カープ由宇協力会

由宇練習場への来場者を対象としたイベント。
試合後、選手サイン会を実施。　カープグッズ販売も行う。

由宇練習場
＜中日戦＞ 5/30

57 2 地
東京アカシア会
春季総会・懇親会

アカシア会
担当：中本総合印刷㈱中本様

春季総会・懇親会での景品用に選手用具提供 ＜東京＞ 6/6

58 2 地 招待事業 Ｐ３ ＨＩＲＯＳＨＩＭＡ 広島へ転居されてきた家族を対象に、広島の良さを知ってもらうためにＰ３各演奏会、試合へ招待。
マツダスタジアム
＜オリックス戦＞ 6/7

59 2 地
ありがとうを絵に残そう！
広島市民球場写生大会表彰式

広島市
中国新聞社

3/20 旧市民球場にて実施された中国新聞社主催 広島市民球場写生大会の表彰式
試合前グラウンドにて子供達６名の表彰式を行う。

マツダスタジアム
＜ｵﾘｯｸｽ戦＞ 6/7

60 2 地 由宇町カープ
ウエスタンフェスタ
由宇町観光協会
広島東洋カープ由宇協力会

由宇練習場への来場者を対象としたイベント。
試合後、選手用具抽選プレゼントを実施。　カープグッズ販売も行う。

由宇練習場
＜阪神戦＞ 6/13

61 2 地
“父の日にばらの花を”
キャンペーン

広島県花卉園芸農業協同組合
バラ部会

６月第３日曜日の父の日（6/21）を前に実施。今年3回目。
父の日にﾊﾞﾗを贈るｲﾒｰｼﾞ定着を目指し、球団へﾊﾞﾗ部会よりﾊﾞﾗを贈り一般へ広報ＰＲする。

マツダスタジアム
＜楽天戦＞ 6/18

62 2 地 広島ノ顔 広島市現代美術館
広島市現代美術館 開館２０周年記念事業「広島ノ顔」へＰ３で協力
モデルとして選手出演
出演選手２名：梵、永川

広島市現代美術館 6/19

63 2 地 エンジョイマツダデー マツダ㈱ 来場者へマツダグッズ ・ 応援うちわプレゼント。マツダ車をPR。
マツダスタジアム
＜日本ハム戦＞ 6/20

64 2 地 由宇町カープ
ウエスタンフェスタ
由宇町観光協会
広島東洋カープ由宇協力会

由宇練習場への来場者を対象としたイベント。
試合後、地元由宇町の尐年野球チームへの野球教室開催。

由宇練習場
＜ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ戦＞ 7/4

65 2 地
(ｶﾅﾀﾞ)ﾓﾝﾄﾘｵｰﾙﾊﾞﾝﾄﾞ
球場にて演奏

中国新聞社・広島カナダ協会
広島市の姉妹・友好都市であるカナダ・モントリオール出身ロックバンド「LES DOUX CACTUS(ﾚ・
ﾄﾞｭ・ｶｸﾀｽ)、ｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷｽﾍﾟｰｽにて演奏

マツダスタジアム
＜横浜戦＞ 7/14

66 2 地 福祉施設へスイカ寄贈
ＪＲ西日本、ｼﾞｪｲｱｰﾙｻｰﾋﾞｽﾈｯﾄ広島
マツダ

関係先３社にカープを含めた４社共同で広島県の５つの福祉施設へすいかを寄贈
ﾃﾚﾋﾞで見るﾏﾂﾀﾞｵｰﾙｽﾀｰｹﾞｰﾑが更に楽しいものとなるようにとの思いから。
贈呈式には岩本選手参加

瀬野川学園 他 7/22
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開始 終了
内　　容 会場

実施期間
№ タイトル 関 係 先ｺｰﾄﾞ 区分

67 2 地 カープ写真展 イオンモール広島祇園
ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾓｰﾙで行われたカープ写真展（開催期間 7/21～8/2)にスラィリー２日間参加。
期間中の来場者数見込み　４０，０００人

イオンモール
広島祇園 7/29 7/30

68 2 地
庄原こどもミュージカル
ダンス披露

庄原こどもミュージカル実行委員会
10/18（日）庄原市民会館にて公演「ふしぎの国のアリス」ＰＲ
始球式、試合前・5回終了時にグラウンドにてダンス披露

マツダスタジアム
＜横浜戦＞ 8/1

69 2 地
ローターアクトクラブ
企業見学・球場見学

ローターアクトクラブ
広島県内企業社員が所属するローターアクトクラブによる、企業見学・球場見学に対応。
企業見学ではカープ商品販売部を見学。

マツダスタジアム 8/5

70 2 地
ピースシネマ
in 旧広島市民球場

広島市映像文化ライブラリー
アニメ「かっ飛ばせ！ドリーマーズ」上映会チラシへカープ坊や商標使用無償協力。
上映会では、ｶｰﾌﾟＯＢ会 長谷部会長・渡部氏のトークショーもあり。

旧広島市民球場 8/5 8/6

71 2 地 ＡＬＬ－ＩＮ壁画 広島県立安西高校
安西高校１年生全員での共同制作による、縦４．８ｍ 横１３ｍ 巨大壁画。開校３０周年と新球場誕
生が重なった年の記念に制作。 １塁側ブルペン外側の壁に展示。

マツダスタジアム
＜阪神戦＞ 8/8

72 2 地
ＡＳＡ　ＺＯＯ－ＺＯＯ
スタジアム広島

安佐動物公園・広島市森林公園
広島市植物公園

動物園、森林公園、植物講演からの動物・昆虫・植物が球場に集り、
ふれあい広場を開催。　パネル展示や物販も実施。

マツダスタジアム
＜巨人戦＞

ﾁｭｰﾋﾟｰﾊﾟｰｸ前
8/13

73 2 地 sound marina 2009
広島市
テレビ新広島　他

1998年から開催されているｺﾝｻｰﾄｲﾍﾞﾝﾄを、2009年は広島市制施行120周年記念事業の一環として
開催。　スラィリー派遣。　来場者見込み　１５，０００人

旧広島市民球場 8/15

74 2 地 夏休み招待企画 ㈱中国新聞販売センター
おじいちゃん、おばあちゃんを募集対象とした、内野自由席への観戦招待企画。
子どもや孫とともに、１組５名まで応募可能とし、１００組を招待。全６試合で実施。

マツダスタジアム
＜中日戦＞ 8/18

75 2 地 夏休み招待企画 ㈱中国新聞販売センター
おじいちゃん、おばあちゃんを募集対象とした、内野自由席への観戦招待企画。
子どもや孫とともに、１組５名まで応募可能とし、１００組を招待。

マツダスタジアム
＜中日戦＞ 8/19

76 2 地 夏休み招待企画 ㈱中国新聞販売センター
おじいちゃん、おばあちゃんを募集対象とした、内野自由席への観戦招待企画。
子どもや孫とともに、１組５名まで応募可能とし、１００組を招待。

マツダスタジアム
＜中日戦＞ 8/20

77 2 地
2009 JAL × CARP
横断幕贈呈式

日本航空
4/10～7/31 日本航空にて「2009 JAL×CARP「烈」新球場を真っ赤に染めろ！ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ」実施。広
島空港にて搭乗者からｶｰﾌﾟへの応援ﾒｯｾｰｼﾞを横断幕に集め、球団へ寄贈。
贈呈式へ選手出席。（出席選手：栗原、倉、嶋）

マツダスタジアム 8/20

78 2 地
西部こども療育ｾﾝﾀｰ
「プチ祭」

広島市西部こども療育センター
センターの地域啓発等を目的とした近隣住民（五日市南小学校区）との交流ｲﾍﾞﾝﾄ。
来場者数見込み　２５０人

広島市西部
こども療育ｾﾝﾀｰ 8/22

79 2 地 夏休み招待企画 ㈱中国新聞販売センター
おじいちゃん、おばあちゃんを募集対象とした、内野自由席への観戦招待企画。
子どもや孫とともに、１組５名まで応募可能とし、１００組を招待。

マツダスタジアム
＜ﾔｸﾙﾄ戦＞ 8/25

80 2 地 夏休み招待企画 ㈱中国新聞販売センター
おじいちゃん、おばあちゃんを募集対象とした、内野自由席への観戦招待企画。
子どもや孫とともに、１組５名まで応募可能とし、１００組を招待。

マツダスタジアム
＜ﾔｸﾙﾄ戦＞ 8/26

81 2 地 小学生夏休み体験事業 Ｐ３ ＨＩＲＯＳＨＩＭＡ 夏休み期間中の小学生数名をＰ３各演奏会、試合へ招待。
マツダスタジアム
＜ヤクルト戦＞ 8/27

82 2 地 夏休み招待企画 ㈱中国新聞販売センター
おじいちゃん、おばあちゃんを募集対象とした、内野自由席への観戦招待企画。
子どもや孫とともに、１組５名まで応募可能とし、１００組を招待。　（対象６試合の最終回）

マツダスタジアム
＜ﾔｸﾙﾄ戦＞ 8/27

83 2 地
JR西日本EX－IC
デビューセレモニー

ジェイアールコミュニケーションズ 新幹線チケットレスサービス「EX－ICサービス」開始をPRする式典へスラィリー参加。
広島駅新幹線
２階コンコース 8/29
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開始 終了
内　　容 会場

実施期間
№ タイトル 関 係 先ｺｰﾄﾞ 区分

84 2 地
2009広島県障害者
ふれあいランド

遠行工房 障害者作業所缶バッジデザインへのカープロゴ使用を無償協力。
福山駅前
福山ロッツ 8/29 8/30

85 2 地
来て見て乗ってみん祭
２００９

東友会協同組合
東友会協同組合主催イベント。入場無料で誰でも参加可能。コンコース上で実施。
スピードガンコンテストやうなぎつかみ等、様々なコーナーを設置。スラィリー派遣

マツダスタジアム 8/30

86 2 地 コイカツ！ｶｰﾌﾟ応援ﾂｱｰ 庄原市 商工観光課 庄原市内在住 独身男女の出会い交流企画。観戦を通じ、交流を深める。
マツダスタジアム

＜阪神戦＞ 9/5

87 2 地 観戦招待 ＮＰＯ法人貴船 作業所「貴船ハウス」
「貴船ハウス」：精神に障害のある人を中心とした福祉施設
施設利用者とその家族、施設スタッフによる団体観戦

マツダスタジアム
＜巨人戦＞ 9/12

88 2 地
RED STORM DAY
2009　パレード

RED STORM DAY 2009実行委員会
ファンサービスの一環として、パレードにスラィリー参加。
ファン団体企画によるファン同士の交流イベント。

愛友市場～球場 9/22

89 2 地 アイラブ作業所まつり 広島ろう重複障害者アイラブ作業所
聴覚障害に加え他の障害も併せ持つ ろう重複障害者の方が集まる作業施設。祭りにて、ビンゴ景
品や来場者への記念品となるグッズを提供。

吉島福祉センター 9/27

90 2 地
広島護国神社
竣功奉祝大祭

広島護国神社
広島護国神社御創建130年記念事業の一環行事、子ども催事へスラィリー派遣。
参加児童４００人とふれあい。

広島護国神社 10/17

91 2 地 庄原こどもﾐｭｰｼﾞｶﾙ
「ふしぎの国のｱﾘｽ」公演

庄原こどもミュージカル
庄原こどもミュージカル「ふしぎの国のアリス」公演。選手も会場にて鑑賞。
参加選手：青木（勇）、末永

庄原市民会館 10/18

92 2 地 ガス展プロパンダ福山 広島ガス
最新ガスコンロの体験やゲーム企画などを実施。周辺地域の方など誰でも参加可能。
10/24・25 2日間開催せれ、来場見込みは家族 ５００組。スラィリー参加。

広島ｶﾞｽﾌﾟﾛﾊﾟﾝ
福山支店 10/24

93 2 地 ちゅーピーまつり 中国新聞社
中国新聞読者対象のイベント。来場者は毎年 １５，０００～２０，０００人。
選手・スラィリーも参加し、トークやサイン会などで来場者と交流。
参加選手２名：梅津、今井

ちゅーピーパーク 10/31

94 2 地 広島南授産所感謝祭 広島南授産所
広島南授産所（知的障害者施設）が地域との交流を目的に開催するイベント。
来場者への記念品としてグッズ提供

広島南授産所 11/1

95 2 地 西区民まつり 西区民まつり委員会 、 西区役所
地域イベントへ選手派遣。　餅まきの他、サイン会で来場者と交流
参加選手３名：青木（勇）、佐藤、中田

広島サンプラザ
および近隣公園 11/1

96 2 地 安佐南区民まつり 安佐南区民まつり実行委員会
安佐南区民 約５万の来場が見込まれる行事。
地元のこども達とのふれあいを目的にスラィリー参加。

安佐南区民
文化センター 11/1

97 2 地
ゆめタウンみゆき店
ｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞｾﾚﾓﾆｰ

㈱イズミ 広島市南区宇品に新規開店したスーパーのオープニングセレモニーへスラィリー参加。
ゆめタウン
みゆき店 11/6

98 2 地 佐伯区民まつり
佐伯区民まつり委員会
佐伯区役所

佐伯区民 約３万の来場が見込まれる行事。
地元のこども達とのふれあいを目的にスラィリー参加。

佐伯区民文化
センター 11/8

99 2 地 ガス展プロパンダ広島 広島ガス
最新ガスコンロの体験やゲーム企画などを実施。周辺地域の方など誰でも参加可能。
11/14・15 2日間開催せれ、来場見込みは家族 ８００組。　スラィリー参加。

広島市安佐南区安東 11/14
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開始 終了
内　　容 会場

実施期間
№ タイトル 関 係 先ｺｰﾄﾞ 区分

100 2 地 ふれあいイベント 特別養護老人ホームたかね荘
施設へ選手が訪問し、入所者とふれあい
参加選手２名：今井、松山

特別養護老人
ﾎｰﾑたかね荘 11/18

101 2 地
イズミゆめタウン祇園
カープ選手サイン会

イズミゆめタウン祇園
広島市内スーパー店内にて選手サイン会
参加選手２名：齋藤、小窪

イズミゆめタウン
祇園 11/21

102 2 地 トーク＆サイン会 福屋
広島市内デパート店内にて選手トーク＆サイン会
参加選手１名：前田（健）

福屋駅前店 11/21

103 2 地 ガス展プロパンダ東広島 広島ガス
最新ガスコンロの体験やゲーム企画などを実施。周辺地域の方など誰でも参加可能。
11/21・22 2日間開催せれ、来場見込みは家族 １，２００組。　スラィリー参加。

東広島市西条町 11/21

104 2 地 呉未来クラブ「越年会」 呉未来クラブ
広島県呉市在住若手経営者約１００名が集まる勉強サークル「呉未来クラブ」にて、野村監督による
講演会を開催

呉阪急ホテル 11/27

105 2 地 ｶｰﾌﾟ由宇協力会会合 広島東洋カープ由宇協力会
ｶｰﾌﾟ由宇協力会会合へ選手出席
参加選手：山崎２軍監督、丸、申

由宇町商工会館 11/28

106 2 地
２００９ＣＣプラザ
広島東洋ｶｰﾌﾟｻｲﾝ会

協同組合三次ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ ＣＣﾌﾟﾗｻﾞ
広島県三次市内スーパー店内にて選手サイン＆撮影会
参加選手：天谷

三次ショッピング
センター 11/28

107 2 地
近畿カープ後援会
創立35周年記念総会

近畿カープ後援会
近畿地区でカープを応援。昭和50年、球団初優勝の年に結成。
総会への参加者　約６００名。　選手参加しファンと交流。
参加選手６名：栗原、天谷、青木（高）、小窪、篠田、會澤

ﾎﾃﾙﾆｭｰｵｰﾀﾆ
大阪 11/29

108 2 地 来鯉（コイコイ）ﾌｪｽﾀ
ｲﾍﾞﾝﾄ
日本中央競馬会
ウインズ広島

ＪＲＡ新規顧客拡大を目指し、ファミリー層を含め幅広いファンサービスを目的としたイベントに選手
出演。　参加選手２名：石原、東出

ウインズ広島 11/29

109 2 地 カープ選手と遊ぼう会 広島県立呉特別支援学校
呉特別支援学校　小学部、中学部、高等部児童生徒 １３３名と選手とのふれあい。
参加選手５名：小松、岩本、中田、申、松田

呉特別支援学校 11/30

110 2 地
中学校訪問
「職業講話」講師派遣

広島市立中広中学校
中広中学校２年生対象。
“自分の将来を考える”総合的な学習の講師として選手を派遣し、生徒と交流。
参加選手：廣瀬

中広中学校 12/3

111 2 地 お餅つき 光禅寺幼稚園
学校法人星月学園　光禅寺幼稚園の餅つき行事にスラィリー参加。
園児 約２３０人とふれあい。

光禅寺幼稚園 12/5

112 2 地 トーク＆サイン会 ㈱山陽マルナカ
店内にてイベントを行い、来店者と交流
参加選手２名：天谷、前田（健）

スーパーマルナカ
白島店 可部店 12/5

113 2 地
赤ヘルトークショー＆
野球アドバイス

デオデオ
デオデオ東広島店オープニングイベントへ選手出演し、ﾄｰｸｼｮｰと野球ｱﾄﾞﾊﾞｲｽを実施。
イベント当日の来店者が先着順で参加。
参加選手２名：木村、鈴木

デオデオ東広島店 12/5

114 2 地
広島市心身障害者福祉セ
ンター '09文化祭

広島市、広島市社会福祉事業団
広島市心身障害者福祉センター

文化祭へ選手も出演しトークショーを行う。
参加選手３名：宮崎、木村、會澤

広島市心身障害者福
祉センター 12/6

115 2 地
梵英心三次後援会
Ｈ22年度 総会・懇親会

三次市役所 農政課 総会・懇親会参加者への記念品としてグッズ提供 三次市内 12/6

116 2 地 カープ選手トークショー ファイテン㈱
広島市内スーパー店内にてイベント開催。選手によるトークショー、握手会を実施。
参加選手２名：嶋、林

ゆめタウン広島店 12/6

－16－



開始 終了
内　　容 会場

実施期間
№ タイトル 関 係 先ｺｰﾄﾞ 区分

117 2 地
３０回記念！広島東洋ｶｰ
ﾌﾟ選手激励会

広島東洋カープ岡山県中央後援会
岡山県ファンと選手とのふれあい
参加選手６名：廣瀬、末永、井生、大島、小松、岩本

岡山プラザホテル 12/6

118 2 地
広島県ｽﾎﾟｰﾂ振興
ﾁｬﾘﾃｨｰｺﾞﾙﾌ大会

チャリティーオークションへ選手用具提供。　前夜祭へ選手参加。
ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ

広島 12/7

119 2 地
広島県ｽﾎﾟｰﾂ振興
ﾁｬﾘﾃｨｰｺﾞﾙﾌ大会

チャリティーゴルフ大会へ選手参加
ｸﾞﾘｰﾝﾊﾞｰｽ

ゴルフ倶楽部 12/8

120 2 地 あづみの お餅つき大会 社会福祉法人あづみの森
知的障害児通園施設あづみ園での行事に選手派遣。　餅つきを通し、園児・保護者・その兄弟姉妹
らと交流。
参加選手４名：宮﨑、田中、大島、鈴木

あづみ園 12/10

121 2 地 チャリティー＆ファンの集い ㈱リアフレール
ファンが参加するチャリティーイベントへ選手出演。
選手グッズのチャリティーオークションやトークショーなどで、選手とファンが交流。
参加選手５名：倉、赤松、天谷、小窪、前田（健）

広島グランド
プリンスホテル 12/11

122 2 地
カープ選手イベント
in ゆめタウン広島店

アサヒビール㈱中国統括支社
㈱イズミ

広島市内スーパー店内にてイベント。選手によるトークショー、クイズ大会を実施
参加選手２名：横山、広池

ゆめタウン広島店 12/12

123 2 地 カフェエントランス2009 広島ｽﾎﾟｰﾂ応援ｻｰｸﾙ　エントランス
サンフレッチェとカープの選手が大学生たちとトークショーで交流
参加選手２名：天谷、大島

広島国際学院大学
立町キャンパス 12/13

124 2 地 広商デパート 広島県立広島商業高等学校
広商卒業生の選手が学校を訪問し生徒と交流。
参加選手：岩本

広島商業高等学校 12/13

125 2 地
広島ＦＭ
番組公開イベント

広島エフエム放送
広島市内スーパー店内にてイベント開催
選手によるトークショー、クイズ大会、サイン会を実施
参加選手：前田（健）

イオン宇品店 12/13

126 2 地 日赤小児病棟慰問 広島赤十字・原爆病院
小児がん・小児血液疾患の患児・経験者を選手が慰問。ゲームや記念撮影で交流。
参加選手３名：東出、天谷、齋藤

広島赤十字・原爆病院 12/15

127 2 地 カープ選手と餅つき大会 矢野おりづる園
広島原爆養護ホーム「矢野おりづる園」へ選手訪問。
餅つき大会の他、握手会や記念撮影も行い入園者と交流。
参加選手２名：岩本、中田

矢野おりづる園 12/16

128 2 地 生き方講座 岐阜市立木田小学校
出身選手による講演会（生徒対象）　正しい職業観や勤労観を養うことを目的に開催
参加選手２名：石原、青木（高）

岐阜市立
木田小学校 12/19

129 2 地 愛からZOOMウォークラリー 愛からZOOMｳｫｰｸﾗﾘｰ実行委員会
ファンと選手のふれあいイベント。
広島市内でウォークラリー実施（区間：旧市民球場～マツダスタジアム間往復）
参加選手：栗原

広島市内 12/19

130 2 地
ｶｰﾌﾟ選手が広島ゆめ
てらすへやってくる

広島県東京アンテナショップ協議会
関東在住ファンと選手との交流
参加選手：松本

広島ゆめてらす
（東京都新宿） 12/28

131 3 野
岐阜市木田スポーツ
尐年団交流会

岐阜市での野球教室へ、地元出身選手参加。
木田小学校
（岐阜市） 1/5

132 3 野 光の園摂理の家 野球教室 元 ジャイアンツ投手　橋本清
橋本氏は昨年から各地の児童養護施設で野球教室を開催。ＰＬ学園後輩の前田健太選手へ協力
を呼びかけ、実施へ至る。幼児から高校生まで約30人が参加。

児童養護施設
光の園摂理の家 1/24
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内　　容 会場

実施期間
№ タイトル 関 係 先ｺｰﾄﾞ 区分

133 3 野
高野連主催　ﾊﾜｲ州
選抜ﾁｰﾑ観戦招待

（財）日本高等学校野球連盟
コミッショナー事務局

ハワイ州選抜チーム来日。四国４県・岡山にて各県選抜チームと試合。
来広時に観戦（高野連招待）　栗原選手と面会

マツダスタジアム
＜楽天戦＞ 6/18

134 3 野 広島３大プロふれあい活動 Ｐ３　ＨＩＲＯＳＨＩＭＡ
P3選手・楽団員が合同で小学校を訪問。音楽、サッカー、野球それぞれの実技指導を行う。
※ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞで休校の為延期
参加予定選手３名：河内、森、小島

阿戸小学校 11/1

135 3 野
Ｄｏスポーツ
＜狩小川小学校＞

広島市教育委員会
（広島市安佐北区）狩小川小学校へ選手を派遣し野球教室開催。
５・６年生 ７０名を対象。　参加選手３名：山本（翔）、宮﨑、申

狩小川小学校 11/2

136 3 野
Ｄｏスポーツ
＜緑井小学校＞

広島市教育委員会
（広島市安佐南区）緑井小学校へ選手を派遣し野球教室開催。
６年生１２９名を対象。　参加選手５名：山本（芳）、田中、中村、山中、申

緑井小学校 11/10

137 3 野
Ｄｏスポーツ
＜原南小学校＞

広島市教育委員会
（広島市安佐南区）原南小学校へ選手を派遣し野球教室開催。
５・６年生１４２名を対象。　参加選手６名：山本（翔）、宮﨑、鞘師、中谷、松山、山内

原南小学校 11/11

138 3 野
Ｄｏスポーツ
＜湯来西小学校＞

広島市教育委員会
（広島市佐伯区）湯来西小学校へ選手を派遣し野球教室開催。
３～６年生１８名を対象。　参加選手２名：山本（芳）、松田

湯来西小学校 11/11

139 3 野
Ｄｏスポーツ
＜吉島小学校＞

広島市教育委員会
（広島市中区）吉島小学校へ選手を派遣し野球教室。※ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞで休校の為中止
５・６年生９６名を対象。　参加選手３名：長谷川、白濱、會澤

吉島小学校 11/17

140 3 野
Ｄｏスポーツ
＜伴東小学校＞

広島市教育委員会
（広島市安佐南区）伴東小学校へ選手を派遣し野球教室開催。
６年生８５名を対象。　参加選手３名：末永、中東、大島

伴東小学校 11/17

141 3 野
Ｄｏスポーツ
＜山田小学校＞

広島市教育委員会
（広島市西区）山田小学校へ選手を派遣し野球教室開催。
５・６年生３０名を対象。　参加選手２名：井生、岸本

山田小学校 11/18

142 3 野
Ｄｏスポーツ
＜元宇品小学校＞

広島市教育委員会
（広島市南区）元宇品小学校へ選手を派遣し野球教室。※ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞで休校の為中止
５・６年生３９名を対象。　参加選手２名：鞘師、梅津

元宇品小学校 11/18

143 3 野 野球教室 広島県立西条特別支援学校
病院・施設併設の特別支援学校にて、生徒対象の野球教室を実施。
ゲームやベッドサイド学習児童への訪問も行い、子供たちと交流。
参加選手２名：今井、大島

西条特別支援学校 11/20

144 3 野
Ｄｏスポーツ
＜幟町小学校＞

広島市教育委員会
（広島市中区）幟町小学校へ選手を派遣し野球教室開催。
６年生５３名を対象。　参加選手２名：嶋、佐藤

幟町小学校 11/20

145 3 野 野球教室 (財)広島県母子寡婦福祉連合会
ひとり親家庭児童を対象とした野球教室。ひとり親家庭等の生活の安定と当該児童の健全育成、福
祉の向上を目的とした活動を行う団体への協力の一環として。
参加選手４名：中東、中谷、篠田、丸

（呉市） 二河球場 11/22

146 3 野
Ｄｏスポーツ
＜五日市小学校＞

広島市教育委員会
（広島市佐伯区）五日市小学校へ選手を派遣し野球教室開催。
６年生１３４名を対象。　参加選手６名：山本(芳）、田中、木村、中谷、小窪

五日市小学校 11/27

147 3 野
Ｄｏスポーツ
＜安西小学校＞

広島市教育委員会
（広島市安佐南区）安西小学校へ選手を派遣し野球教室開催。
５・６年生１４８名を対象。　参加選手５名：廣瀬、赤松、松本、鈴木、丸

安西小学校 11/27

148 3 野 ＪＡ共済 尐年野球教室 ＪＡ共済会
広島県下１３ＪＡにて、無料でこども野球教室参加者を募集。
県内小学校４～６年生の児童 約３００人参加。　指導者として選手派遣。
参加選手５名：倉、永川、喜田、廣瀬、木村

三次きんさい
スタジアム 11/29
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149 3 野
Ｄｏスポーツ
＜福木小学校＞

広島市教育委員会
（広島市東区）福木小学校へ選手を派遣し野球教室。※ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞで休校の為中止
５・６年生２６８名を対象。　参加選手６名：広池、鞘師、中谷、松山、山内、山中

福木小学校 11/30

150 3 野
Ｄｏスポーツ
＜真亀小学校＞

広島市教育委員会
（広島市安佐北区）真亀小学校へ選手を派遣し野球教室開催。
６年生８４名を対象。　参加選手５名：前田（智）、倉、東出、林、小島

真亀小学校 11/30

151 3 野
子どもゆめ基金
オープンドリーム事業

国立 江田島青尐年交流の家
子どもたちのｽﾎﾟｰﾂ・文化等の体験活動を支援する事業。「カープ選手が学校にやってくる」と題し
た、江田島市内小学生および保護者対象の野球教室へ選手派遣。
参加選手６名：白濱、篠田、小松、岩本、安部、丸

江田島市立
大古小学校 12/2

152 3 野 ちゅーピーカープ野球教室 中国新聞社備後本社
備後地区尐年野球チームの小学校高学年の選手約２００人を対象とした野球教室
指導者として選手参加。　参加選手４名：大島、松本、山本（翔）、岩本

福山市民球場 12/5

153 3 野 カープ選手と野球教室 創建ホーム㈱
東広島市内にある野球・ソフトボール　６チーム子ども達対象の野球教室へ、指導者として選手参
加。　参加選手３名：石原、永川、天谷

寺西小学校 12/6

154 3 野
野球っ子あつまれ！
ふれあい野球教室

ふれあいチャンネル
ひろしまケーブルテレビ

地域に魅力と誇りを伝えるための地域還元事業の一環。
広島市安佐南区 小学校高学年の男女１６０名対象の野球教室へ選手派遣。
参加選手５名：廣瀬、末永、小窪、小松、齋藤

広島工業大学
沼田校舎 野球場 12/12

155 3 野 八木ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ野球教室
八木学区育成連絡協議会
八木ソフトボールクラブ

八木学区内ソフトボールチーム在籍の児童 １９０名対象野球教室へ選手派遣。
参加選手３名：倉、木村、赤松

八木小学校
グラウンド 12/12

156 3 野 親子でキャッチボール
安佐南区役所　・　安佐南区青尐年
健全育成事業実行委員会

安佐南区在住の小中学生と保護者を対象としたキャッチボール教室にて選手指導
参加者にサイン会も行い交流
参加選手８名：浅井ｺｰﾁ、相澤、會澤、丸、中村、安部、篠田、松山

広島市立大学
グラウンド 12/13

157 3 野
ﾐｽﾞﾉﾋﾞｸﾄﾘｰｸﾘﾆｯｸ
野球クリニック

ミズノ㈱
三次市内スポーツ尐年団所属小学生８０名対象の野球教室へ、講師として選手派遣。
実技指導、質疑応答などで児童と交流。
参加選手３名：永川、梵、栗原

三次きんさい
スタジアム 12/19

158 3 野 坂町尐年野球教室
坂町にある尐年野球チーム３チーム１２０人対象の野球教室へ、指導者として選手派遣。
参加選手２名：小窪、齋藤

坂中学校 12/20

159 3 野 野球教室 もみじ銀行従業員組合
もみじ銀行従業員組合員の子ども達を対象とした野球教室へ選手を派遣。
参加選手３名：末永、梅津、松本

瀬野川公園野球場 12/20

160 4 ス 広島市立大学講義 広島市立大学
「スポーツ文化経営論」授業の一環での特別講義。　テーマは“カープ流人材マネージ
メント”。 講師として鈴木常務出席。

広島市立大学 1/16

161 4 ス
広島県電力総連
大運動会

広島県電力総連　（中国電力及び
ｸﾞﾙｰﾌﾟ企業労働組合）

毎年開催される運動会　　参加者および観衆人数見込み　１，０００人
スラィリー派遣

坂ｽﾎﾟｰﾂ施設
陸上競技場 5/23

162 4 ス
サンフレ選手
始球式＆試合応援

サンフレッチェ広島
サンフレッチェ選手がカープ応援観戦に来場
ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ　佐藤寿人選手による始球式を実施

マツダスタジアム
＜中日戦＞ 8/20

163 4 ス トップス10周年祝賀会 トップスひろしま 広島のスポーツ活性を目指し活動するトップスひろしま祝賀会へ２軍選手出席。 猫田記念体育館 8/24

164 4 ス
呉市特別支援学級
合同運動会

呉グリーンライオンズクラブ
呉市特別支援学級設置校校長会と呉市教育委員会が主催合同運動会へ、
スラィリー参加。
競技への参加児童生徒 ３００名のほか、応援などで５００名ほどが参加。

呉市総合体育館 10/20
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開始 終了
内　　容 会場

実施期間
№ タイトル 関 係 先ｺｰﾄﾞ 区分

165 4 ス
ふたば杯争奪
尐年ソフトボール大会

二葉会
ソフトボール大会へ選手派遣。　始球式 ・ サイン会を行い、こども達と交流。
参加選手：梅津

広島女学院大学 10/25

166 4 ス
第29回ひろしま国際
平和マラソン

ひろしま国際平和マラソン実行委員会
選手もマラソンへ参加し、市民ランナーと交流
参加選手２名：山本（翔）、松田

ｺｶ・ｺｰﾗｳｴｽﾄ広島ｽﾀｼﾞｱﾑ 11/3

167 4 ス
第2回ひろしま県民
ｳｫｰｷﾝｸﾞ大会

三原市
ひろしま健康づくり県民運動推進会議

選手もウォーキングへ参加し、参加者と交流
参加選手２名：山本（芳）、松本

三原市佐木島 11/22

168 4 ス かわとｽﾎﾟｰﾂ健康講習会 出雲市川跡コミュニティセンター
スポーツ指導者・保護者対象の講演会および小学生・中学生対象の実技指導。
参加選手：山内コーチ

出雲健康公園
出雲ドーム野球場 12/27

169 5 観 おおたけカキ祭り おおたけカキ水産まつり実行委員会
カキＰＲイベントへ選手出演。
出演選手：前田（健）、岩本

晴海公園
（大竹市） 1/25

170 5 観 三次市勢要覧 三次市　企画調整課
三次市を広くＰＲする冊子（主に行政対象）へ、三次出身の永川・梵 選手2名登場。
（写真掲載は無償協力）

3/10

171 5 観 フラワーフェスティバル マツダ㈱
マツダ広場へ参加。グッズ販売やステージへの選手・ｽﾗｨﾘｰ出演を行う。
参加選手５名：小松、山中、中村、中田、申

イベント会場内
マツダ広場 5/3 5/5

172 5 観
市町村ＰＲ隊
「宮崎県日南市」

日南観光協会 日南市による始球式・花束贈呈。　来場者への特産品プレゼント実施。
マツダスタジアム

＜巨人戦＞ 5/15

173 5 観 庄原・日南・由宇 合同物販
庄原市カープ応援隊
広島東洋カープ由宇協力会

カープを通じ交流がある３市町合同特産品販売
マツダスタジアム

＜巨人戦＞ 5/15

174 5 観 市町村ＰＲ隊
「広島県商工会連合会」

広島県商工会連合会 来場者へ特産品・応援うちわプレゼント
マツダスタジアム

＜福岡戦＞ 6/5

175 5 観 宮崎県観光ＰＲ 宮崎県　商工観光労働部
東国原 宮崎県知事による始球式、ビジョンでの観光宣伝、宮崎県特産果物の来場者
抽選プレゼントを実施。

マツダスタジアム
＜ｵﾘｯｸｽ戦＞ 6/7

176 5 観
市町村ＰＲ隊
「周防大島」

周防大島観光協会 来場者へ特産品プレゼント
マツダスタジアム

＜中日戦＞ 6/27

177 5 観 大竹市団体観戦 おおたけカキ水産まつり実行委員会 大竹市からの団体観戦にあわせ、試合前グラウンドにて監督への大竹市特産品贈呈式実施
マツダスタジアム

＜中日戦＞ 6/28

178 5 観 由布院観光ＰＲデー 湯布院・広島ｶｰﾌﾟ支援交流事業団
ｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷｽﾍﾟｰｽでの観光ＰＲほか、贈呈式、来場者への先着・抽選ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ、大型ﾋﾞｼﾞｮﾝでのＰＲを
実施。湯布院からの団体観戦。

マツダスタジアム
＜横浜戦＞ 7/16

179 5 観
市町村ＰＲ隊
「周防大島」

周防大島観光協会
来場者へ特産品 ・ 応援うちわプレゼント
コンコースにブース設置。観光ＰＲおよび物販（ハワイアングッズ）実施

マツダスタジアム
＜ﾔｸﾙﾄ戦＞ 7/19
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180 5 観
市町村ＰＲ隊
「長門」

長門商工会議所
来場者へ特産品プレゼント
コンコースにブース設置。観光ＰＲおよび物販（鶏卵せんべい）実施

マツダスタジアム
＜ﾔｸﾙﾄ戦＞ 7/19

181 5 観 沖縄市観光ＰＲデー 広島東洋カープ沖縄協力会 抽選プレゼント、大型ビジョンでの観光ＰＲ
マツダスタジアム

＜横浜戦＞ 7/31

182 5 観 庄原市ＰＲデー
庄原市
グリーンウインズさとやま

広島牛や新鮮野菜など、庄原市の特産品販売実施
マツダスタジアム

＜横浜戦＞ 8/1

183 5 観 ＢＵＹひろしま運動
広島市
広島交響楽団

広島県内産業の復興を図るための広島製産品地産地消促進運動。
広響とカープでの共同開催とし行われ、来場者へ広島県特産品を広くＰＲ

マツダスタジアム
＜横浜戦＞ 8/2

184 5 観
市町村ＰＲ隊
「周防大島」

周防大島観光協会
来場者へ特産品 ・ 応援うちわプレゼント
コンコースにブース設置。観光ＰＲおよび物販実施

マツダスタジアム
＜阪神戦＞ 8/9

185 5 観
市町村ＰＲ隊
「長門」

長門商工会議所
来場者へ特産品プレゼント
コンコースにブース設置。観光ＰＲおよび物販（鶏卵せんべい）実施

マツダスタジアム
＜巨人戦＞ 8/12

186 5 観
市町村ＰＲ隊
「三原市」

三原市
三原観光協会

贈呈式（だるま）実施
来場者へ応援うちわプレゼント

マツダスタジアム
＜中日戦＞ 8/18

187 5 観
市町村ＰＲ隊
「北九州市」

北九州市
マスコット来場。　コンコースにブース設置し観光ＰＲ。
来場者へ特産品プレゼント。

マツダスタジアム
＜中日戦＞ 8/19

188 5 観
市町村ＰＲ隊
「光市」

光市教育委員会
来場者へ特産品プレゼント
コンコースにブース設置し、観光ＰＲ実施

マツダスタジアム
＜中日戦＞ 8/20

189 5 観 庄原よいとこ祭 庄原市
庄原の夏恒例のお祭り。ｷｯｽﾞﾊﾟﾚｰﾄﾞを始め、地域や企業から趣向をこらした市内パレードが行われ
る。（昨年度は２２，５００人）　パレードにスラィリー派遣

庄原市民会館
庄原小学校周辺 8/21 8/23

190 5 観 庄原夏まつり花火大会 庄原市
庄原よいとこ祭の最後を飾る花火大会。（昨年度は約１２，０００人）
イベントPRビデオに選手出演
出演選手５名：梵、永川、齋藤、喜田、今井

庄原上野公園 8/23

191 5 観
市町村ＰＲ隊
「徳佐」

徳佐りんご観光協会
来場者へ特産品プレゼント
コンコースにブース設置し、物販および観光ＰＲ実施

マツダスタジアム
＜ヤクルト戦＞ 8/26

192 5 観
市町村ＰＲ隊
「山口」

(財)山口観光コンベンション協会 来場者へ特産品プレゼント
マツダスタジアム
＜ヤクルト戦＞ 8/26

193 5 観 三次市ＰＲデー 三次市産業部 観光商工室
三次市カープ応援隊バスツアーで三次市民８００名の観戦日。三次市大型観光キャンペ。 大型ビ
ジョンでのＰＲや来場者へのプレゼントなど、三次市への観光誘致を図る。

マツダスタジアム
＜阪神戦＞ 9/5

194 5 観
市町村ＰＲ隊
「福富町」

広島県央商工会（福富支所） 来場者へ特産品プレゼント
マツダスタジアム

＜阪神戦＞ 9/6

195 5 観
市町村ＰＲ隊
「須金（周南市）」

須金観光協会（周南市）
来場者へ特産品プレゼント
コンコースにブース設置し、物販実施

マツダスタジアム
＜巨人戦＞ 9/11
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196 5 観
市町村ＰＲ隊
「周防大島」

周防大島観光協会
来場者へ特産品プレゼント
コンコースにブース設置し、観光ＰＲ実施

マツダスタジアム
＜巨人戦＞ 9/12

197 5 観
市町村ＰＲ隊
「長門」

長門商工会議所
来場者へ特産品プレゼント
コンコースにブース設置し、物販（鶏卵せんべい）実施

マツダスタジアム
＜巨人戦＞ 9/12

198 5 観
市町村ＰＲ隊
「庄原市」

庄原里山文化・元気再生事業
来場者へ特産品プレゼント
コンコースにブース設置し、物販実施

マツダスタジアム
＜巨人戦＞ 9/13

199 5 観
市町村ＰＲ隊
「東広島市」

東広島市（酒まつり実行委員会）
来場者へ特産品プレゼント
コンコースにブース設置し、物販および観光ＰＲ実施

マツダスタジアム
＜ヤクルト戦＞ 9/23

200 5 観
市町村ＰＲ隊
「鹿児島」

観光かごしま大ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ推進協議会
来場者へ特産品 ・ 応援うちわプレゼント
コンコースにブース設置し、観光ＰＲ実施

マツダスタジアム
＜ヤクルト戦＞ 9/23

201 5 観
市町村ＰＲ隊
「下関市」

下関市 コンコースにブース設置し、観光ＰＲ実施
マツダスタジアム

＜横浜戦＞ 9/30

202 5 観 ｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ点灯式 吉田冬ホタル実行委員会
三原市内にて、地元有志１３名がﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙでｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ制作し地域活性を図る。
点灯式へ選手参加しＰＲへ協力。
参加選手：今井

三原市営
吉田グラウンド 12/1

－22－


