
会場

1 啓発活動 1
「病気と闘う子供たち」
観戦サポート

ﾒｲｸ・ｱ・ｳｨｯｼｭ ｵﾌﾞ ｼﾞｬﾊﾟﾝ 広島支
部

病気を抱える子供たちの観戦に際し、出来る限りのサポートを行う。
マツダスタジアム
＜日本ハム戦＞

5/20 日

2 啓発活動 1 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。今年６回目の実施。
内野自由席1,000枚を実行委員会へ提供し、観戦招待を行う。
ピンクリボンによる始球式や、外野グラウンドでのＰＲパフォーマンスを行う。

マツダスタジアム
＜オリックス戦＞

6/10 日

3 啓発活動 1
ピンクリボン de カープ
in 三次

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。
三次での試合でキャンペーンを行うのは初めての試み。

三次市民球場 6/11 月

4 啓発活動 1 第62回社会を明るくする運動 広島保護観察所
犯罪や非行の防止と罪を犯した人たちの更生について理解を深め、それぞれの立場に置いて力を合わせ犯罪や非
行のない地域社会を築くことを目指したキャンペーンイベントへスラィリーも参加。ＰＲうちわの配布など行い一層の普
及となるようお手伝い。

広島駅
南口地下広場

7/1 日

5 啓発活動 1 社会を明るくする運動

犯罪や非行の防止と罪を犯した人たちの更正について理解を深め、それぞれの立場において力を合わせ、犯罪や非
行のない地域社会を築くために広島駅南口地下広場で行われたイベントにスラィリーが参加。
スラィリーのほかにも広島県青尐年マスコット「ゆっぴー」や「ひろしま清盛」も参加しと、子ども達とダンスをしながら
踊ったり、街頭に出て、うちわの配布や写真撮影を行う。

広島駅
南口地下広場

7/1 日

6 啓発活動 1 いのちのうたコンサート

歌の力を通して「いのち」の尊さや「平和」への祈りを全国へ発信する「いのちのうた2012」が開催され、8組のアーティ
ストがそれぞれの「いのちのうた」を披露。
「それいけカープ」の曲中にスラィリーが会場に登場し、集まったお客さんと触れ合った後、ステージに上がり会場を盛
り上げました ！

広島文化交流会館 7/7 土

7 啓発活動 1 ピースナイター2012 生協ひろしま
球場全体で平和の願いを表す。　観客席全体を緑のポスターで緑色一色にし、原爆ドームの高さ25メートルに赤のポ
スターでラインを形成。　平和を願うビデオメッセージを放映し、女学院高校、盈進高校、沖縄尚学高の生徒によるグ
ラウンドパフォーマンスも実施。

マツダスタジアム
＜阪神戦＞

8/5 日

8 啓発活動 1 ８．６ﾋﾟｰｽﾗｲﾝﾒｯｾｰｼﾞ 広島市立大学

広島平和記念日である８月６日、広島市立大学ピースライン実行委員会によるピースキャンドルを実施。原爆ドームと
同じ高さ（２５m）に合わせて、マツダスタジアム観客席に約2000個のキャンドルを灯す。
催しには今年度の新入団選手６名も参加。
参加選手６名：戸田、土生、富永、中村（真）、塚田、三家

マツダスタジアム 8/6 月

9 啓発活動 1
太田川河川改修80年
防災フェアinマツダスタジアム

国土交通省中国地方整備局
太田川河川事務所

防災について考えていただけるようになることを目指し開催。
球場の外に、ゲリラ豪雨や地震を体験できる装置を設置。来場者に体験していただく。
球場の中では、太田川河川改修80年のパネル展を実施。

マツダスタジアム
＜ヤクルト戦＞

8/15 水

10 啓発活動 1 赤い羽根コラボゲーム2012
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」活動をＰＲ。赤い羽根募金とｶｰﾌﾟとの特製ｺﾗﾎﾞＴｼｬﾂを制作。選手が練習で着用しｵｰｸｼｮﾝを実
施。塁ﾍﾞｰｽへも赤い羽根装飾を施し、選手ｻｲﾝを入れｵｰｸｼｮﾝを実施。
当日の試合では、ﾕﾆﾌｫｰﾑ左袖へ赤い羽根ﾃﾞｻﾞｲﾝｼｰﾙを貼付。

マツダスタジアム
＜横浜戦＞

9/8 土

タイトル 関 係 先コード

カープ球団の地域貢献活動

［参考資料４］

実施日

実  施　詳　細
No 内　　容区　分
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会場
タイトル 関 係 先コード

実施日

実  施　詳　細
No 内　　容区　分

11 啓発活動 1 SAVE LIFE in Hiroshima
NPO法人 あなたが救う・救命救急
広島

かば広場で来場者が参加できる心肺蘇生講習会を開催するほか、心肺蘇生法（CPR）と自動体外式除細動器（AED）
体験コーナーも設置。
正面広場に救急車を展示。来場者へのうちわ配布も行われ、幅広いPRを実施。

マツダスタジアム
＜横浜戦＞

9/8 土

12 啓発活動 1 盲導犬と選手との写真撮影 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が開く写真展へ協力。
一般の方々に幅広く盲導犬の理解が深まるよう、盲導犬写真展で選手と盲導犬がふれあう写真を展示。写真撮影を
大野練習場にて行い、2軍選手たちが参加。

大野練習場 9/15 土

13 啓発活動 1 人権啓発活動PR 広島市人権啓発課
正面・メインゲートにて子どもの人権１１０番の案内など、東日本大震災の風評被害防止をPRするオリジナルクリア
フォルダーを配布。
かば広場にて人権パネル展開催。CCダンス、大型ビジョンも活用し幅広いPRを行う。

マツダスタジアム
＜ヤクルト戦＞

9/18 火

14 啓発活動 1
「がん検診へ行こうよデーinﾏ
ﾂﾀﾞｽﾀｼﾞｱﾑ」

広島県がん対策課
「がん検診へ行こうよ」推進会議

がん検診啓発キャラクター デーモン閣下による始球式などの啓発パフォーマンス。
がん検診受診啓発メモ帳・チラシの配布。
特設ブースにて、がん種類別の啓発コーナーやパネル展を行い、来場者へ幅広いPRを行う。

マツダスタジアム
＜ヤクルト戦＞

9/19 水

15 啓発活動 1
リレーフォーライフジャパン
2012in広島（福山）

リレーフォーライフ広島実行委員会
リレーフォーライフは、がんと闘う人達の勇気をたたえて、24時間歩き続けるリレーウォーク。
講演会や検診、チャリティーオークションなどが行われ、収益金はがん患者支援活動に役立てられる。球団からは、
チャリティーオークションとしてだされる選手ユフォームへサインを入れる協力を行う。

福山すこやかｾﾝﾀｰ
福山市立東中学校

9/22～9/23 土・日

16 啓発活動 1
メイク ア ウィッシュ オブ ジャ
パン

メイク ア ウィッシュ オブ ジャパン 広島支部

メイク ア ウィッシュ オブ ジャパンは、難病疾患をかかえる子供たちの夢を叶える活動を通じて治癒に向けた本人の
精神的なサポートを行う世界的な組織。
同団体活動20周年の記念イベントとして行われたチャリティーオークションへ、選手サイン入り用具を提供。

東京アメリカンクラブ 10/26 金

17 啓発活動 1 盲導犬写真展への協力 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が開く写真展へ協力。
今年9月、2軍選手たちと大野練習場で撮影した写真の展示、販売を許可。

イオンモール広島
府中ソレイユ

10/26～10/28

18 啓発活動 1 第39回あしながPウォーク１０ 第39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するイベント。恵まれないこども達を助けることを目的としたチャリティーウォーキン
グへ選手も参加。
参加選手２名：伊東、申

袋町公園 11/11 日

19 啓発活動 1
メイク ア ウィッシュ ヒロシマ
チャリティーリレーマラソン２０
１２

メイク ア ウィッシュ オブ ジャパン 広島支部

難病の子供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が主催するイベントへ選手を派遣し、周知拡大を狙
う。エントリーし走ることがチャリティーになり、子供たちの夢の応援となるイベント。大会の収益は、難病の子ども達の
夢の実現のために使われる。タスキのリレーで42.195㎞または21.0975㎞を走破するチーム競技。1人が1周以上以上
走って次の走者リレーする。家族、友達同士、学校や会社の仲間など、チームを作って参加。
選手は開会式での挨拶のほかスターターも務め、サイン会や記念撮影も行います。
参加選手１名：河内

広島ビッグアーチ 11/18 日

20 啓発活動 1 あいサポートふれあいイベント 広島県　障害者支援課

広島県では障害の有無にかかわらず誰もが暮らしやすい共生社会を実現するため平成23年10月から「あいサポート
運動」を推進。様々な障害の特性や障害のある方が困っていること、それぞれに必要な配慮を理解し、日常生活での
わずかな配慮を実践していく“あいサポーター”の普及を目指すイベントへ選手を派遣しトークショーなど行う。
参加選手１名：梵

紙屋町シャレオ
中央広場

11/25 日
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会場
タイトル 関 係 先コード

実施日

実  施　詳　細
No 内　　容区　分

21 啓発活動 1 ヒューマンフェスタ2012in府中町 府中町生活環境部
人権啓発イベントへ選手を派遣。更なる効果拡大を目指す。
参加選手１名：安部

安芸府中
生涯学習センター

くすのきプラザ
11/25 日

22 啓発活動 1 ヒューマンフェスタ2012ひろしま
広島法務局
広島県人権擁護委員連合会

人権啓発イベントへ選手とスラィリーを派遣。更なる効果拡大を目指す。
人権擁護にかかるチラシの配布。トークショーなど行う。
参加選手２名：土生、中村（憲）

基町クレド
紙屋町シャレオ

12/9 日

23 地域交流 2
ｶｰﾌﾟ選手がやってくる！
ﾄｰｸｼｮｰ＆記念ｻｲﾝ抽選会

ショッピングモールでのトークショーへ選手派遣。
参加選手（１名）：梵

ｻﾝﾘﾌﾞ五日市
１Ｆ中央広場
特設ステージ

1/4 水

24 地域交流 2 トークショー
ショッピングモールでのトークショーへ選手派遣。
参加選手（２名）：天谷、白濱

アルパーク
東棟２Ｆ

時計の広場
1/7 土

25 地域交流 2 「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（１名）：白濱

広島駅南口
地下ｲﾍﾞﾝﾄ広場

1/9 月・祝

26 地域交流 2
打撃王
新春ﾄﾞﾘｰﾑﾄｰｸｼｮｰ

㈱ナナツマチ　スポーツ事業部
ファンサービスの一環として、地域のバッティングセンター施設へ選手を派遣。トークショーを行う。
参加選手（２名）：井生、松本

打撃王　温品店 1/14 土

27 地域交流 2
広島経済同友会
「新年特別例会」

広島経済同友会
新年特別例会において「広島三大プロ新春談義」開催。
（カープ）野村監督、（サンフレ）森保監督、（広響）秋山常任指揮者、３名が出演。
２０１２年の抱負などを語り合う。

ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ広島 1/19 木

28 地域交流 2
東京広島県人会総会＆
新春懇親ﾊﾟｰﾃｨｰ

東京広島県人会
東京広島県人会会員相互の親睦と郷土・広島県との絆を深めることを目的に、約1,200名が参加。
協賛品として選手用具などを提供。懇親会へ野村監督参加。

東京ﾄﾞｰﾑﾎﾃﾙ 1/26 木

29 地域交流 2 前田智徳写真展 カルピオ カルピオベースボールギャラリーにて前田（智）選手写真展を開催。来場されたお客様に無料で観覧いただく。
カルピオ

ﾍﾞｰｽﾎﾞｰﾙｷﾞｬﾗﾘｰ
2/1～2/28

30 地域交流 2 第15回広島県雪合戦大会 広島県雪合戦大会実行委員会
雪合戦大会へカープ職員でチームを作り参加。
スラィリーも派遣し、開会式などステージイベントへも協力。
大会協賛として、大会プログラムへ広告掲載。

庄原市
高野スポーツ広場

2/4・5 土・日

31 地域交流 2

2012年度ｶｰﾌﾟﾌｧﾝ倶楽部会員
対象ｲﾍﾞﾝﾄ
「2012春季ｷｬﾝﾌﾟ特別見学会」
＜沖縄＞

2012年度ｶｰﾌﾟﾌｧﾝ倶楽部会員を対象としたイベントを実施。
一般では見学できない外野スタンドやグラウンドでの選手のウォーミングアップ見学や、選手食堂で選手と同じランチ
メニューを食べることができるなど、特別な内容を体験いただく。
春季キャンプ期間中全4回実施（第1回目）

沖縄市営球場 2/9 木
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会場
タイトル 関 係 先コード

実施日

実  施　詳　細
No 内　　容区　分

32 地域交流 2

2012年度ｶｰﾌﾟﾌｧﾝ倶楽部会員
対象ｲﾍﾞﾝﾄ
「2012春季ｷｬﾝﾌﾟ特別見学会」
＜沖縄＞

2012年度ｶｰﾌﾟﾌｧﾝ倶楽部会員を対象としたイベントを実施。
一般では見学できない外野スタンドやグラウンドでの選手のウォーミングアップ見学や、選手食堂で選手と同じランチ
メニューを食べることができるなど、特別な内容を体験いただく。
春季キャンプ期間中全4回実施（第２回目）

沖縄市営球場 2/12 日

33 地域交流 2

2012年度ｶｰﾌﾟﾌｧﾝ倶楽部会員
対象ｲﾍﾞﾝﾄ
「2012春季ｷｬﾝﾌﾟ特別見学会」
＜日南＞

2012年度ｶｰﾌﾟﾌｧﾝ倶楽部会員を対象としたイベントを実施。
一般では見学できない外野スタンドやグラウンドでの選手のウォーミングアップ見学や、選手食堂で選手と同じランチ
メニューを食べることができるなど、特別な内容を体験いただく。
春季キャンプ期間中全4回実施（第３回目）

天福球場 2/17 金

34 地域交流 2

2012年度ｶｰﾌﾟﾌｧﾝ倶楽部会員
対象ｲﾍﾞﾝﾄ
「2012春季ｷｬﾝﾌﾟ特別見学会」
＜日南＞

2012年度ｶｰﾌﾟﾌｧﾝ倶楽部会員を対象としたイベントを実施。
一般では見学できない外野スタンドやグラウンドでの選手のウォーミングアップ見学や、選手食堂で選手と同じランチ
メニューを食べることができるなど、特別な内容を体験いただく。
春季キャンプ期間中全4回実施（第４回目）

天福球場 2/19 日

35 地域交流 2
「ｶｰﾌﾟを応援しよう！
定期預金」発売ｲﾍﾞﾝﾄ

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（２名）：前田（智）、前田（健）

広島銀行本店 3/1 木

36 地域交流 2
「カープＶ預金2012」
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（３名）：前田（健）、福井、今村

もみじ銀行本店 3/5 月

37 地域交流 2
広響支援パーティー
（ﾐｭｰｼﾞｯｸﾊﾟｰﾃｨｰ）

広島交響楽団
広響支援者によるパーティー。当日行われるオークションへ、協賛品としてキャラクターグッズを提供。　オークション
売上金は、全額広響へ寄付される。
※昨年10/18開催予定であったパーティー。広響ﾘﾊｰｻﾙ時間変更に伴い延期されたものが開催の運びとなる。

ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ 3/15 木

38 地域交流 2 野村祐輔写真展 カルピオ カルピオベースボールギャラリーにて野村選手写真展を開催。来場されたお客様に無料で観覧いただく。
カルピオ

ﾍﾞｰｽﾎﾞｰﾙｷﾞｬﾗﾘｰ
3/16～4/7

39 地域交流 2
「カープ応援ラッピングトレイ
ン」運行開始お披露目式典

ＪＲ西日本 広島支社
2012年3月25日から10月中旪頃まで、ＪＲ西日本広島支社が運行する「カープ応援ラッピングトレイン」。走行開始当
日に行われるお披露目式典へ選手・スラィリーも参加。
参加選手（２名）：前田（健）、篠田

広島駅構内 3/25 日

40 地域交流 2 かーぱくんデビュー
ライト側コンコースの「多目的スペース」に、カープ浮上カバ『かーぱくん』を新しく設置。
オブジェの除幕式には松山選手と岩本選手が出席。
来場されたお客様の球場内での待ち合わせ場所や、撮影スポットとしてご利用いただく。

マツダスタジアム 3/25～

41 地域交流 2
カープ地元開幕戦
ｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞｾﾚﾓﾆｰへ
広響出演

広島交響楽団 広島３大プロＰＲも兼ね、カープ地元開幕戦オープニングセレモニーのなか広響による演奏も行う。
マツダスタジアム

＜巨人戦＞
4/3 火

42 地域交流 2
ふわふわランドでちゅーピーく
らぶ会員特典

中国新聞社
今シーズンからマツダスタジアムプロムナード入口付近に誕生したカープキッズパーク内の「ふわふわランド」。ちゅー
ピーくらぶ会員証を提示すると好きな遊具が1回無料の会員特典を５日間限定で実施。
また公式戦終了日まで会員証の提示で、通常1回300円をちゅーピーくらぶ特別料金２００円えの割引企画も実施。

マツダスタジアム
＜横浜戦＞

4/18 水
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会場
タイトル 関 係 先コード

実施日

実  施　詳　細
No 内　　容区　分

43 地域交流 2
2012年度ｶｰﾌﾟﾌｧﾝ倶楽部会員
対象ｲﾍﾞﾝﾄ
ﾏﾂﾀﾞｽﾀｼﾞｱﾑ「かくし部屋」招待

2012年度ｶｰﾌﾟﾌｧﾝ倶楽部会員を対象としたイベントを実施。
シーズンを通して計12回、ﾏﾂﾀﾞｽﾀｼﾞｱﾑ内のこれまで知られることのなかった“かくし部屋”へ会員限定で10名様ずつを
招待。（第１回目）

マツダスタジアム
＜横浜戦＞

4/19 木

44 地域交流 2
ふわふわランドでちゅーピーく
らぶ会員特典

中国新聞社
今シーズンからマツダスタジアムプロムナード入口付近に誕生したカープキッズパーク内の「ふわふわランド」。ちゅー
ピーくらぶ会員証を提示すると好きな遊具が1回無料の会員特典を５日間限定で実施。
また公式戦終了日まで会員証の提示で、通常1回300円をちゅーピーくらぶ特別料金２００円の割引企画も実施。

マツダスタジアム
＜横浜戦＞

4/19 木

45 地域交流 2
2012年度ｶｰﾌﾟﾌｧﾝ倶楽部
会員対象ｲﾍﾞﾝﾄ
ﾏﾂﾀﾞｽﾀｼﾞｱﾑ「かくし部屋」招待

2012年度ｶｰﾌﾟﾌｧﾝ倶楽部会員を対象としたイベントを実施。
シーズンを通して計12回、ﾏﾂﾀﾞｽﾀｼﾞｱﾑ内のこれまで知られることのなかった“かくし部屋”へ会員限定で10名様ずつを
招待。（第２回目）

マツダスタジアム
＜中日戦＞

4/20 金

46 地域交流 2
ふわふわランドでちゅーピーく
らぶ会員特典

中国新聞社
今シーズンからマツダスタジアムプロムナード入口付近に誕生したカープキッズパーク内の「ふわふわランド」。ちゅー
ピーくらぶ会員証を提示すると好きな遊具が1回無料の会員特典を５日間限定で実施。
また公式戦終了日まで会員証の提示で、通常1回300円をちゅーピーくらぶ特別料金２００円の割引企画も実施。

マツダスタジアム
＜中日戦＞

4/20 金

47 地域交流 2
ふわふわランドでちゅーピーく
らぶ会員特典

中国新聞社
今シーズンからマツダスタジアムプロムナード入口付近に誕生したカープキッズパーク内の「ふわふわランド」。ちゅー
ピーくらぶ会員証を提示すると好きな遊具が1回無料の会員特典を５日間限定で実施。
また公式戦終了日まで会員証の提示で、通常1回300円をちゅーピーくらぶ特別料金２００円の割引企画も実施。

マツダスタジアム
＜中日戦＞

4/21 土

48 地域交流 2
ふわふわランドでちゅーピーく
らぶ会員特典

中国新聞社
今シーズンからマツダスタジアムプロムナード入口付近に誕生したカープキッズパーク内の「ふわふわランド」。ちゅー
ピーくらぶ会員証を提示すると好きな遊具が1回無料の会員特典を５日間限定で実施。
また公式戦終了日まで会員証の提示で、通常1回300円をちゅーピーくらぶ特別料金２００円の割引企画も実施。

マツダスタジアム
＜中日戦＞

4/22 日

49 啓発活動 2

献血デー
『LOVE in Action広島東洋ｶｰ
ﾌﾟ×広島ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ×日本
赤十字社』

広島ライオンズクラブ
日本赤十字社広島県支部

献血バス１台を、9:30～13:30のあいだ球場正面3塁側入場券売場付近に設置し、来場者へ献血への協力を呼び掛け
る。選手からの献血協力呼びかけビデオメッセージをビジョン放映。
献血推進キャラクター「けんけつちゃん」来場。スラィリーとＣＣダンスへ参加。
コンコース上に日本赤十字社の活動を紹介する特設ブースを設置。

マツダスタジアム
＜中日戦＞

4/22 日

50 地域交流 2 堂林翔太写真展 カルピオ カルピオベースボールギャラリーにて堂林選手写真展を開催。来場されたお客様に無料で観覧いただく。
カルピオ

ﾍﾞｰｽﾎﾞｰﾙｷﾞｬﾗﾘｰ
4/28～5/13

51 地域交流 2 春の招待事業 Ｐ３ ＨＩＲＯＳＨＩＭＡ
P3共同事業。広島へ転居されてきた家族や広島に住みながらも3大プロ未体験の家族を対象に、各演奏会、試合へ
招待し、広島の良さを発見いただく。参加対象は、県内在住ご家族６組。
カープでは、外野グラウンドでのスラィリーとのＣＣダンスなど体験いただく。

マツダスタジアム
＜ヤクルト戦＞

4/30 月・祝

52 地域交流 2 フラワーフェスティバル ひろしまフラワーフェスティバル実行委員会

フラワーフェスティバルにおいて、実行委員会が主催する「カープ応援パレード」へは、一般公募で集まった３００人の
市民が参加。
カープのチームカラーである赤を基調とした服装で集合し、平和大通りをパレードする。
参加者への記念品として、球団キャラクターグッズを提供。

ﾌﾗﾜｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ会場
（平和大通り）

5/3 木・祝

53 地域交流 2 フラワーフェスティバル 広島経済大学 ・ 興動館
フラワーフェスティバル会場“広島経済大学たんぽぽステージ”にて学生が行うプロスポーツによる地域活性化プロ
ジェクトへ協力。
広島県のプロスポーツに関するクイズ大会を行う。景品商品として、2012年度版イヤーブックを提供。

ﾌﾗﾜｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ会場
広島経済大学
たんぽぽｽﾃｰｼﾞ

5/3 木・祝
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会場
タイトル 関 係 先コード

実施日

実  施　詳　細
No 内　　容区　分

54 地域交流 2 フラワーフェスティバル マツダ㈱

“ﾏﾂﾀﾞZoom-Zoomひろば”へ参加。ステージへ選手・スラィリー出演。ゲーム大会賞品としてサインボール、レプリカユ
ニフォームを提供。チャリティービンゴへの協賛グッズとして、バットやスパイクなどのサイン入り選手用具を提供。グッ
ズ販売も実施。会場でのみ販売となるフラワーフェスティバル限定グッズも用意する。
参加選手（５名）：相澤・弦本・富永・戸田・三家
※グッズ販売はフラワーフェスティバル期間中(5/3～5/5)すべてで実施

ﾌﾗﾜｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ会場
ﾏﾂﾀﾞZoom-Zoom

ひろば（平和大通り）
5/3～5 木～土

55 地域交流 2 平成24年度えびす商工祭り 広島東洋カープ由宇協力会
二軍練習球場がある岩国市由宇町にて開催される地域住民対象のお祭りへ、抽選会景品としてキャラクターグッズを
提供。

由宇町 5/13 日

56 地域交流 2 2012東京アカシア会総会 東京アカシア会
東京アカシア会（広島大学附属高等学校同窓会 東京地区の名称）
総会参加者への景品としてキャラクターグッズを提供

スクワール麹町 5/19 土

57 地域交流 2
北海道広島県人会
設立記念パーティー

北海道広島県人会
広島と北海道の交流促進を図り、両地域の発展に貢献することを趣旨とし発足された会の設立記念パーティーへ、協
賛品としてサイン入りバット３本を提供。

札幌ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ 5/20 日

58 地域交流 2
近畿広島県人会
平成24年度通常総会
「ふる里ふれあいまつり」

近畿広島県人会
広島県出身の会員とその家族が参加し、毎年年１回大阪市内で開催される行事。
参加者総数は、およそ３００名。
当日の参加者へのお土産、福引大会景品として、キャラクターグッズ商品を提供。

ﾎﾃﾙ大阪ﾍﾞｲﾀﾜｰ 5/20 日

59 地域交流 2
「父の日にばらの花を」
キャンペーンへ協力

広島県花卉園芸農業協同組合　バ
ラ部会
日本切り花協会　広島支部

広島県花卉園芸農業協同組合バラ部会と日本切り花協会広島支部では、父の日にバラの花を贈る習慣の定着を目
指し活動中。一般へのより大きなPR効果を目指し、選手へのバラ花束贈呈式を試合前の練習終了後１塁側ダックア
ウト前にて行う。
参加選手２名：石井、岸本

マツダスタジアム
＜ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ戦＞

6/8 金

60 地域交流 2 小学生夏休み体験事業 Ｐ３ ＨＩＲＯＳＨＩＭＡ
P3共同事業。夏休み期間中の小学生（高学年）を対象に、自分たちの郷土へ誇りを持つようになることを目的に、P３
の演奏会・試合へ招待。
選手へのインタビューや場内アナウンスのほか、外野グラウンドでのCCダンス体験を実施。

マツダスタジアム
＜横浜戦＞

8/23 木

61 地域交流 2 新春イベント ＪＲ西日本コミュニケーションズ 広島市内スーパーへスラィリー派遣。店内にて来場者とふれあう。
ゆめタウン
みゆき店

1/9 祝・月

62 地域交流 2 新春イベント 積水ハウス㈱ 広島市内住宅展示場へスラィリー派遣。来場者とふれあう。
スカイレールタウン

みどり坂
1/14 土

63 地域交流 2
第１１回
おおたけカキ水産祭り

おおたけカキ水産まつり
実行委員会

広島カキＰＲイベントへコーチ、選手出演。会場内ステージへの出演のほか、会場内牡蠣販売ブースへも登場し、来
場者へ牡蠣をＰＲ。
出演選手：大野コーチ、青木（高）、金丸、中田

晴海臨海公園
（大竹市）

1/22 日

64 地域交流 2 カープ応援イベント ゆめタウン広島 広島市内スーパーへスラィリー派遣。店内にて来場者とふれあう。 ゆめタウン広島 2/25 土
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タイトル 関 係 先コード

実施日

実  施　詳　細
No 内　　容区　分

65 地域交流 2 カープ二軍練習はじめ激励式 広島東洋カープ由宇協力会
由宇練習場での二軍選手練習はじめとなる日、由宇協力会主催激励式へ内田二軍監督出席。協力会の方々と選手
たちとの記念写真撮影も行う。

由宇練習場 2/28 火

66 地域交流 2 春のガス体験特別招待会 広島ガス㈱ 地域企業が行うイベントへスラィリーを派遣。来場者とふれあう。
広島ガス

ガストピアセンター
3/4 日

67 地域交流 2
企業交流会
「2012年度 話飲会」

中国電力㈱
担当部署：広報・環境部門

中国電力㈱主催企業交流会 「２０１１年度　話飲会」講演会へ講師として鈴木常務出席。県内各企業関係者が参加。
講演会題名『カープにまつわるエピソード』

中国電力 小町ｸﾗﾌﾞ 3/14 水

68 地域交流 2
広島東洋ｶｰﾌﾟ選手と中学・
高校生等の文化交流会

（財）上田流和風堂

広島県内で茶道を学ぶ中学生・高校生が日頃の練習の成果を披露するお茶会へ選手を派遣。およそ１５０名の学生
たちが参加。
主催団体が参加者へ記念品としてプレゼントするサイン色紙（１５０枚）へのサインへも協力。
参加選手１２名：福井、今村、前田（健）、野村（祐）、岩見、中崎、今井、岩本、堂林、小窪、松山、丸

広島縮景園 3/16 金

69 地域交流 2
竹原市市木“竹”PR
「竹ﾄﾝﾈﾙ」「竹ﾊﾟｰｺﾞﾗ」

竹原市竹工芸振興協会
コンコース上、外野スコアボード裏へ、竹トンネル設置。ウッドデッキ席後方に竹パーゴラを設置。竹原市竹工芸振興
協会が中心となり制作。竹細工の伝統的な手法“ござ目編み”を披露。
マツダスタジアムの暑い夏にお越しいただく来場者の皆様へ、竹原市の竹トンネルで涼を楽しんでいただく。

マツダスタジアム 3/25～

70 地域交流 2
由宇練習場ｳｴｽﾀﾝﾘｰｸﾞ開幕
戦ｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞｾﾚﾓﾆｰ

広島東洋カープ由宇協力会
由宇練習場でのｳｴｽﾀﾝﾘｰｸﾞ開幕戦当日、試合開始前のｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞｾﾚﾓﾆｰを実施。
地元、由西小学校児童による始球式、両監督への贈呈式を行う。

由宇練習場
＜中日戦＞

3/27 火

71 地域交流 2 2012われらのカープ写真展 福屋　広島駅前店
福屋広島駅前店６階マルチの広場においてカープ写真展を開催。
監督、選手のキャンプ中の写真を中心にパネル展示。

福屋
広島駅前店

3/29～4/6

72 地域交流 2
広島電鉄
「2012ｼｰｽﾞﾝｶｰﾌﾟ応援企画」

広島電鉄㈱ 電車カンパニー
広島電鉄がカープ応援企画として行う「カープ電車」の運行。
「広電電車・広電バスに乗ってマツダスタジアムへ行こう！」と題しキャンペーンを展開される。

3/30～

73 地域交流 2
ちゅーピーくらぶ
'12春のスペシャルDAYS

中国新聞ちゅーピーくらぶ 広島市内デパートで開催されるイベントへスラィリーを派遣。来場者とふれあう。
福屋

広島駅前店
4/8 日

74 地域交流 2
車いす専用レインコート
無料貸出しサービス

車いすご利用のお客様が雨天時に観戦される際、車いす利用者専用レインコートの無料貸出サービスを始める。 マツダスタジアム 4/9～

75 地域交流 2
カープ日南協力会・海上自衛
隊呉地方総監部合同観戦

広島東洋カープ日南協力会
海上自衛隊呉地方総監部

カープ日南協力会と、日南市と関わりのある海上自衛隊呉地方総監部が合同で観戦されるにあたり、より交流が深ま
るよう協力。

マツダスタジアム
＜中日戦＞

4/20 金
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タイトル 関 係 先コード
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実  施　詳　細
No 内　　容区　分

76 地域交流 2
庄原・日南・由宇
３地域合同特産品販売

庄原市カープ応援隊
広島東洋カープ日南協力会
広島東洋カープ由宇協力会

カープ日南協力会の来場に合わせ、カープへの応援を通じ交流を深める３市町の合同特産品販売を実施。コンコー
ス多目的スペース「カバ広場」にて、各地域の観光ＰＲも兼ね、来場者へ向けＰＲを行う。

マツダスタジアム
＜中日戦＞

4/20 金

77 地域交流 2
マツダスタジアム
観客動向調査

比治山大学短期大学部
総合生活デザイン学科

総合生活デザイン学科２年次生の授業「総合生活デザイン演習Ⅰ」の一環として行うアンケート調査へ協力。１０名の
学生が正面ゲート・メインゲートに分かれ、１日あたり合計1000人への調査を行う。　５回行うアンケート調査の１回
目。
担当：粟屋准教授のもと、2006年度は旧広島市民球場にて、2009年度はﾏﾂﾀﾞｽﾀｼﾞｱﾑにて同様の調査を実施。

マツダスタジアム
＜中日戦＞

4/20 金

78 地域交流 2
マツダスタジアム
観客動向調査

比治山大学短期大学部
総合生活デザイン学科

総合生活デザイン学科２年次生の授業「総合生活デザイン演習Ⅰ」の一環として行うアンケート調査へ協力。１０名の
学生が正面ゲート・メインゲートに分かれ、１日あたり合計1000人への調査を行う。　５回行うアンケート調査の２回
目。
担当：粟屋准教授のもと、2006年度は旧広島市民球場にて、2009年度はﾏﾂﾀﾞｽﾀｼﾞｱﾑにて同様の調査を実施。

マツダスタジアム
＜楽天戦＞

5/17 木

79 地域交流 2
マツダスタジアム
観客動向調査

比治山大学短期大学部
総合生活デザイン学科

総合生活デザイン学科２年次生の授業「総合生活デザイン演習Ⅰ」の一環として行うアンケート調査へ協力。１０名の
学生が正面ゲート・メインゲートに分かれ、１日あたり合計1000人への調査を行う。　５回行うアンケート調査の３回
目。
担当：粟屋准教授のもと、2006年度は旧広島市民球場にて、2009年度はﾏﾂﾀﾞｽﾀｼﾞｱﾑにて同様の調査を実施。

マツダスタジアム
＜日ハム戦＞

5/19 土

80 地域交流 2
広島市立幼稚園・小・中学校
対象施設見学ツアー

大州小学校
広島市教育委員会

広島市教育委員会とカープ球団が協力し、ｽﾀｼﾞｱﾑ施設見学（無料）を実施。
大州小学校 ２年、４年生徒（９２名）・先生４名、計９６名来場。

マツダスタジアム 5/22 火

81 地域交流 2
広島市立幼稚園・小・中学校
対象施設見学ツアー

皆実小学校
広島市教育委員会

広島市教育委員会とカープ球団が協力し、ｽﾀｼﾞｱﾑ施設見学（無料）を実施。
皆実小学校 ５年生徒（１０４名）・先生４名、計１０８名来場。

マツダスタジアム 5/23 水

82 地域交流 2
広島市立幼稚園・小・中学校
対象施設見学ツアー

似島学園小学校
広島市教育委員会

広島市教育委員会とカープ球団が協力し、ｽﾀｼﾞｱﾑ施設見学（無料）を実施。
似島学園小学校全学年生徒（３４名）・先生９名、計４３名来場。

マツダスタジアム 5/24 木

83 地域交流 2
広島市立幼稚園・小・中学校
対象施設見学ツアー

中広中学校特別支援学級
広島市教育委員会

広島市教育委員会とカープ球団が協力し、ｽﾀｼﾞｱﾑ施設見学（無料）を実施。
中広中学校特別支援学級生徒（７名）・先生４名、計１１名来場。

マツダスタジアム 5/24 木

84 地域交流 2
広島市立幼稚園・小・中学校
対象施設見学ツアー

上温品幼稚園
広島市教育委員会

広島市教育委員会とカープ球団が協力し、ｽﾀｼﾞｱﾑ施設見学（無料）を実施。
上温品幼稚園５歳児（１３名）・先生３名、計１６名来場。

マツダスタジアム 5/25 金

85 地域交流 2 マツダ福祉車両贈呈式 マツダ㈱
5月27日対ロッテ戦でマツダスタジアム累計来場者数が５００万人を達成。マツダ㈱は社会貢献の一環で、100万人達
成の節目ごとに福祉車両を社会福祉団体に贈呈されており、その贈呈式を試合開始前のグラウンドで実施。
贈呈式には、野村選手も出席。

マツダスタジアム
＜ロッテ戦＞

5/27 日

86 地域交流 2
マツダスタジアム
観客動向調査

比治山大学短期大学部
総合生活デザイン学科

総合生活デザイン学科２年次生の授業「総合生活デザイン演習Ⅰ」の一環として行うアンケート調査へ協力。１０名の
学生が正面ゲート・メインゲートに分かれ、１日あたり合計1000人への調査を行う。　５回行うアンケート調査の４回
目。
担当：粟屋准教授のもと、2006年度は旧広島市民球場にて、2009年度はﾏﾂﾀﾞｽﾀｼﾞｱﾑにて同様の調査を実施。

マツダスタジアム
＜ロッテ戦＞

5/28 月
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会場
タイトル 関 係 先コード

実施日

実  施　詳　細
No 内　　容区　分

87 地域交流 2
マツダスタジアム
観客動向調査

比治山大学短期大学部
総合生活デザイン学科

総合生活デザイン学科２年次生の授業「総合生活デザイン演習Ⅰ」の一環として行うアンケート調査へ協力。１０名の
学生が正面ゲート・メインゲートに分かれ、１日あたり合計1000人への調査を行う。　５回行うアンケート調査の５回
目。
担当：粟屋准教授のもと、2006年度は旧広島市民球場にて、2009年度はﾏﾂﾀﾞｽﾀｼﾞｱﾑにて同様の調査を実施。

マツダスタジアム
＜西武戦＞

5/30 水

88 地域交流 2
広島市立幼稚園・小・中学校
対象施設見学ツアー

三田小学校
広島市教育委員会

広島市教育委員会とカープ球団が協力し、ｽﾀｼﾞｱﾑ施設見学（無料）を実施。
三田小学校 ３年、４年生徒（３７名）・先生３名、計４０名来場。

マツダスタジアム 6/1 金

89 地域交流 2
マツダスタジアム
「ごみゼロ」キャンペーン

マツダグループ
荒神地区社会福祉協議会
大州地区社会福祉協議会 ほか

マツダスタジアムの球場周辺地域が散乱ゴミの無い美しい街になるよう取り組んでいる「マツダスタジアムごみゼロ
キャンペーン」の一環として、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、関係団体各社と協
力し、スタジアム周辺のクリーンウォークを実施。

マツダスタジアム周辺 6/3 日

90 地域交流 2
広島市立幼稚園・小・中学校
対象施設見学ツアー

早稲田小学校特別支援学級
広島市教育委員会

広島市教育委員会とカープ球団が協力し、ｽﾀｼﾞｱﾑ施設見学（無料）を実施。
早稲田小学校特別支援学級生徒（５名）・先生２名、計７名来場。

マツダスタジアム 6/4 月

91 地域交流 2
広島市立幼稚園・小・中学校
対象施設見学ツアー

庚午中学校特別支援学級
広島市教育委員会

広島市教育委員会とカープ球団が協力し、ｽﾀｼﾞｱﾑ施設見学（無料）を実施。
庚午中学校特別支援学級生徒（１３名）・先生４名、計１７名来場。

マツダスタジアム 6/4 月

92 地域交流 2
広島市立幼稚園・小・中学校
対象施設見学ツアー

瀬野小学校
広島市教育委員会

広島市教育委員会とカープ球団が協力し、ｽﾀｼﾞｱﾑ施設見学（無料）を実施。
瀬野小学校 ６年生徒（５５名）・先生２名、計５７名来場。

マツダスタジアム 6/6 水

93 地域交流 2
広島市立幼稚園・小・中学校
対象施設見学ツアー

青崎小学校
広島市教育委員会

広島市教育委員会とカープ球団が協力し、ｽﾀｼﾞｱﾑ施設見学（無料）を実施。
青崎小学校 ３年生徒（６４名）・先生４名、計６８名来場。

マツダスタジアム 6/7 木

94 地域交流 2
広島市立幼稚園・小・中学校
対象施設見学ツアー

神埼小学校
広島市教育委員会

広島市教育委員会とカープ球団が協力し、ｽﾀｼﾞｱﾑ施設見学（無料）を実施。
神崎小学校 ６年生徒（５１名）・先生３名、計５４名来場。

マツダスタジアム 6/7 木

95 地域交流 2
広島市立幼稚園・小・中学校
対象施設見学ツアー

矢賀幼稚園
広島市教育委員会

広島市教育委員会とカープ球団が協力し、ｽﾀｼﾞｱﾑ施設見学（無料）を実施。
矢賀幼稚園 ４歳、５歳児（５８名）・先生６名、計６４名来場。

マツダスタジアム 6/7 木

96 地域交流 2
広島市立幼稚園・小・中学校
対象施設見学ツアー

江波中学校特別支援学級
広島市教育委員会

広島市教育委員会とカープ球団が協力し、ｽﾀｼﾞｱﾑ施設見学（無料）を実施。
江波中学校特別支援学級生徒（４名）・先生２名、計６名来場。

マツダスタジアム 6/7 木

97 地域交流 2 由宇町カープ
ウエスタンフェスタ
広島東洋カープ由宇協力会
由宇町観光協会
岩国西商工会

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。

由宇練習場
＜中日戦＞

6/10 日
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会場
タイトル 関 係 先コード

実施日

実  施　詳　細
No 内　　容区　分

98 地域交流 2
岡山県美作市
「カープ田んぼ」

岡山県美作市「ＡＩＤＡ雲の上田ん
ぼ実行委員会」

「賑わいのある田園都市計画」構想を提唱する美作市ではこれまで、旧作東町にトラちゃん田んぼ（阪神）、旧勝田町
にジャイアンツ田んぼ（巨人）など創造性に富む田んぼをつくりこれまで話題となってきた。
旧英田町に「カープ田んぼ」をつくり、野球田んぼを周遊する観光をＰＲ。
幅広いＰＲとなるよう、カープＨＰでも６／１６田植え実施お知らせを紹介。

岡山県美作市 6/16 土

99 地域交流 2 庄原郷心会懇親会 庄原郷心会 庄原郷心会懇親会開催にあたり、参加者への記念品としてキャラクターグッズを提供 庄原グランドホテル 6/21 木

100 地域交流 2
広島市立幼稚園・小・中学校
対象施設見学ツアー

船越小学校
広島市教育委員会

広島市教育委員会とカープ球団が協力し、ｽﾀｼﾞｱﾑ施設見学（無料）を実施。
船越小学校 ４年生徒（６１名）・先生４名、計６５名来場。

マツダスタジアム 6/22 金

101 地域交流 2
広島市立幼稚園・小・中学校
対象施設見学ツアー

伴東小学校
広島市教育委員会

広島市教育委員会とカープ球団が協力し、ｽﾀｼﾞｱﾑ施設見学（無料）を実施。
伴東小学校 ３年生徒（６８名）・先生３名、計７１名来場。

マツダスタジアム 6/25 月

102 地域交流 2
広島市立幼稚園・小・中学校
対象施設見学ツアー

己斐上小学校
広島市教育委員会

広島市教育委員会とカープ球団が協力し、ｽﾀｼﾞｱﾑ施設見学（無料）を実施。
己斐上小学校 ３年生徒（７３名）・先生４名、計７７名来場。

マツダスタジアム 6/25 月

103 地域交流 2
広島市立幼稚園・小・中学校
対象施設見学ツアー

口田幼稚園
広島市教育委員会

広島市教育委員会とカープ球団が協力し、ｽﾀｼﾞｱﾑ施設見学（無料）を実施。
口田幼稚園 ４歳、５歳児（３７名）・先生６名、計４３名来場。

マツダスタジアム 6/25 月

104 地域交流 2
車いす席
１５，０００人達成
記念品贈呈式

２００９年球場オープン以来、車いす席来場者が１５，０００人を達成。
１５，０００人目の来場者へ球団から記念品を贈呈。
贈呈式では、選手から直接グッズを手渡し。
参加選手１名：中田

マツダスタジアム
＜巨人戦＞

6/26 火

105 地域交流 2 第3回ＪＡＬナイター 日本航空㈱広島支店
多目的スペース（かば広場）で、ＪＡＬ国内線機内コーヒー試飲会や、ＪＡＬなりきり撮影会、ＪＡＬ歴代ＣＡ制服やクラス
Ｊシートの展示を実施。
来場者へ楽しんでいただける企画を用意。

マツダスタジアム
＜横浜戦＞

6/29 金

106 地域交流 2
ASA ZOO－ZOO
スタジアム広島
ふれあい広場

広島市安佐動物公園
広島市森林公園こんちゅう館
広島市植物公園

安佐動物公園、広島市森林公園こんちゅう館、広島市植物公園から動物や昆虫、植物をマツダスタジアムへ集め、ふ
れあい広場を開催。
各園のイベントや見どころのパネル紹介も実施。

マツダスタジアム
＜横浜戦＞

7/1 日

107 地域交流 2 マツダカープエンジョイデー マツダ㈱ 地元企業マツダと共同。グラウンドでの自動車走行など実施。
マツダスタジアム

＜横浜戦＞
7/1 日

108 地域交流 2
広島市立幼稚園・小・中学校
対象施設見学ツアー

戸坂城山小学校
広島市教育委員会

広島市教育委員会とカープ球団が協力し、ｽﾀｼﾞｱﾑ施設見学（無料）を実施。
戸坂城山小学校 ５年、６年生徒（８９名）・先生４名、計９３名来場。

マツダスタジアム 7/4 水
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会場
タイトル 関 係 先コード

実施日

実  施　詳　細
No 内　　容区　分

109 地域交流 2
広島市立幼稚園・小・中学校
対象施設見学ツアー

高南小学校
広島市教育委員会

広島市教育委員会とカープ球団が協力し、ｽﾀｼﾞｱﾑ施設見学（無料）を実施。
高南小学校 ４年、５年生徒（５８名）・先生３名、計６１名来場。

マツダスタジアム 7/4 水

110 地域交流 2
広島市立幼稚園・小・中学校
対象施設見学ツアー

上温品小学校
広島市教育委員会

広島市教育委員会とカープ球団が協力し、ｽﾀｼﾞｱﾑ施設見学（無料）を実施。
上温品小学校 ５年生徒（３６名）・先生２名、計３８名来場。

マツダスタジアム 7/5 木

111 地域交流 2
京セラドームに赤ヘルメ
ニュー登場

マツダスタジアムで人気のメニューなどを一日限定で京セラドームでも販売。関西のファンの方にも楽しんでいただく。 京セラドーム 7/10 火

112 地域交流 2
広島市立幼稚園・小・中学校
対象施設見学ツアー

矢野幼稚園
広島市教育委員会

広島市教育委員会とカープ球団が協力し、ｽﾀｼﾞｱﾑ施設見学（無料）を実施。
矢野幼稚園 ４歳、５歳児（６３名）・先生６名、計６９名来場。

マツダスタジアム 7/10 火

113 地域交流 2
広島市立幼稚園・小・中学校
対象施設見学ツアー

五月が丘中学校
広島市教育委員会

広島市教育委員会とカープ球団が協力し、ｽﾀｼﾞｱﾑ施設見学（無料）を実施。
五月が丘中学校 ３年生徒（５８名）・先生４名、計６２名来場。

マツダスタジアム 7/10 火

114 地域交流 2
広島市立幼稚園・小・中学校
対象施設見学ツアー

黄金山小学校
広島市教育委員会

広島市教育委員会とカープ球団が協力し、ｽﾀｼﾞｱﾑ施設見学（無料）を実施。
黄金山小学校 ４年、５年生徒（６０名）・先生４名、計６４名来場。
※6/22実施予定が当日大雨予報であった為変更

マツダスタジアム 7/11 水

115 地域交流 2
横浜スタジアムで味わう！ﾏﾂ
ﾀﾞｽﾀｼﾞｱﾑの人気メニュー第１
段

マツダスタジアムで人気の選手プロデュースメニューを期間限定で横浜スタジアムでも販売。関東のファンの方にも楽
しんでいただく。

横浜スタジアム 7/13～7/15 金～日

116 地域交流 2 メモリアル始球式２０１２

子供達による「メモリアル始球式２０１２」を11試合で実施。
中学3年生までなら男女問わず誰でも応募可能。
始球式当選者には、カープ帽子・サインボール・カープユニフォーム・グローブ・リストバンド・マルチバッグ・公式試合
球・Ｓ席5名様招待の豪華賞品をプレゼント。

マツダスタジアム
＜中日戦＞

7/16 祝・月

117 地域交流 2 メモリアル始球式２０１２

子供達による「メモリアル始球式２０１２」を11試合で実施。
中学3年生までなら男女問わず誰でも応募可能。
始球式当選者には、カープ帽子・サインボール・カープユニフォーム・グローブ・リストバンド・マルチバッグ・公式試合
球・Ｓ席5名様招待の豪華賞品をプレゼント。

マツダスタジアム
＜中日戦＞

7/17 火

118 地域交流 2 メモリアル始球式２０１２

子供達による「メモリアル始球式２０１２」を11試合で実施。
中学3年生までなら男女問わず誰でも応募可能。
始球式当選者には、カープ帽子・サインボール・カープユニフォーム・グローブ・リストバンド・マルチバッグ・公式試合
球・Ｓ席5名様招待の豪華賞品をプレゼント。

マツダスタジアム
＜中日戦＞

7/18 水

119 地域交流 2 野球殿堂入り記念写真展 カルピオ カルピオベースボールギャラリーにて野球殿堂入り記念写真展を開催。来場されたお客様に無料で観覧いただく。
カルピオ

ﾍﾞｰｽﾎﾞｰﾙｷﾞｬﾗﾘｰ
7/20～8/16
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タイトル 関 係 先コード

実施日

実  施　詳　細
No 内　　容区　分

120 地域交流 2 氷のかーぱくん
カープ浮上かば「かーぱくん」の氷の彫刻をメインゲート入口付近へ設置。
来場されるお客様に楽しんでいただく。

マツダスタジアム
＜巨人戦＞

7/27～7/29 金～日

121 地域交流 2 由宇町カープ
ウエスタンフェスタ
広島東洋カープ由宇協力会
由宇町観光協会
岩国西商工会

由宇練習場への来場者を対象としたイベント。
試合後、選手グッズ抽選プレゼント大会を実施。

由宇練習場
＜阪神戦＞

7/29 日

122 地域交流 2
横浜スタジアムで味わう！ﾏﾂ
ﾀﾞｽﾀｼﾞｱﾑの人気メニュー第２
段

マツダスタジアムで人気の選手プロデュースメニューを期間限定で横浜スタジアムでも販売。関東のファンの方にも楽
しんでいただく。

横浜スタジアム 8/1.2 水木

123 地域交流 2 メモリアル始球式２０１２

子供達による「メモリアル始球式２０１２」を11試合で実施。
中学3年生までなら男女問わず誰でも応募可能。
始球式当選者には、カープ帽子・サインボール・カープユニフォーム・グローブ・リストバンド・マルチバッグ・公式試合
球・Ｓ席5名様招待の豪華賞品をプレゼント。

マツダスタジアム
＜阪神戦＞

8/3 金

124 地域交流 2
「庄原こどもミュージカル」
ﾏﾂﾀﾞｽﾀｼﾞｱﾑ出演

庄原こどもミュージカル実行委員会

10/21（日）庄原市民会館にて公演「オズの魔法使い」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
庄原こどもミュージカルへは、「オズの魔法使い」とカープとのコラボＴシャツを球団側で制作し、実行委員会への１００
枚寄贈もあり。

マツダスタジアム
＜阪神戦＞

8/4 土

125 地域交流 2 ＮＰＢﾍﾞｰｽﾎﾞｰﾙﾌｪｽﾀin福島
社団法人日本野球機構
プロ野球12球団

東日本大震災復興支援事業の一環としての活動。
野球を通じ福島県の方々と交流し、福島県に住む子供たちに勇気を送れるよう願う。
参加選手３名：朝山コーチ、庄司、中村憲

開成山野球場
（福島県郡山市）

8/5 日

126 地域交流 2 Hiroshimaライドチャレンジ2012 広島青年会議所
小学席、中学生を対象にしたスポーツでのまちづくち事業イベント。
スラィリーも参加し、参加したこども達とふれあう。

広島競輪場 8/8 水

127 地域交流 2
マツダオールスターゲーム２０
１２チャリティーオークション

社団法人日本野球機構
プロ野球12球団

マツダオールスターゲーム２０１２へ出場した選手が着用したユニフォームへサインを入れオークションを行う。
オークションの売上金は東日本大震災義援金として全額寄付される。

8/9～8/16

128 地域交流 2 メモリアル始球式２０１２

子供達による「メモリアル始球式２０１２」を11試合で実施。
中学3年生までなら男女問わず誰でも応募可能。
始球式当選者には、カープ帽子・サインボール・カープユニフォーム・グローブ・リストバンド・マルチバッグ・公式試合
球・Ｓ席5名様招待の豪華賞品をプレゼント。

マツダスタジアム
＜ヤクルト戦＞

8/14 火

129 地域交流 2
中国新聞“カープ観戦ご招待
企画”「家族まるごと感謝
デー」

中国新聞社
８月・９月のナイター１２試合に１家族５名様を各試合１００組５００人（計１，２００組６，０００人）ご招待！おじいちゃん、
おばあちゃん、お子さん、もしくはお孫さんの３世代のご家族を観戦へご招待。

マツダスタジアム
＜ヤクルト戦＞

8/14 火

130 地域交流 2
中国新聞企画
「夏休みカープ練習見学デー」

中国新聞社
夏休み中の６試合でマツダ スタジアムの練習見学ツアーを開催！小・中学生と保護者の親子ペアが対象で、各試合
２０組４０人（計１２０組２４０人）で実施。

マツダスタジアム
＜ヤクルト戦＞

8/14 火
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実施日

実  施　詳　細
No 内　　容区　分

131 地域交流 2 縁日ナイター エームサービス㈱
コンコースの一区画に、昔ながらの金魚すくいや輪投げなどの遊び、わたがし・かき氷などの懐かしい食べ物が楽し
める屋台コーナーを設置。
夏祭り気分でお子様から大人まで楽しんでいただける企画を実施。

マツダスタジアム
＜ヤクルト戦＞

8/14～8/16 火～木

132 地域交流 2
中国新聞“カープ観戦ご招待
企画”「家族まるごと感謝
デー」

中国新聞社
８月・９月のナイター１２試合に１家族５名様を各試合１００組５００人（計１，２００組６，０００人）ご招待！おじいちゃん、
おばあちゃん、お子さん、もしくはお孫さんの３世代のご家族を観戦へご招待。

マツダスタジアム
＜ヤクルト戦＞

8/15 水

133 地域交流 2
中国新聞企画
「夏休みカープ練習見学デー」

中国新聞社
夏休み中の６試合でマツダ スタジアムの練習見学ツアーを開催！小・中学生と保護者の親子ペアが対象で、各試合
２０組４０人（計１２０組２４０人）で実施。

マツダスタジアム
＜ヤクルト戦＞

8/15 水

134 地域交流 2
中国新聞“カープ観戦ご招待
企画”「家族まるごと感謝
デー」

中国新聞社
８月・９月のナイター１２試合に１家族５名様を各試合１００組５００人（計１，２００組６，０００人）ご招待！おじいちゃん、
おばあちゃん、お子さん、もしくはお孫さんの３世代のご家族を観戦へご招待。

マツダスタジアム
＜ヤクルト戦＞

8/16 木

135 地域交流 2
中国新聞企画
「夏休みカープ練習見学デー」

中国新聞社
夏休み中の６試合でマツダ スタジアムの練習見学ツアーを開催！小・中学生と保護者の親子ペアが対象で、各試合
２０組４０人（計１２０組２４０人）で実施。

マツダスタジアム
＜ヤクルト戦＞

8/16 木

136 地域交流 2 メモリアル始球式２０１２

子供達による「メモリアル始球式２０１２」を11試合で実施。
中学3年生までなら男女問わず誰でも応募可能。
始球式当選者には、カープ帽子・サインボール・カープユニフォーム・グローブ・リストバンド・マルチバッグ・公式試合
球・Ｓ席5名様招待の豪華賞品をプレゼント。

マツダスタジアム
＜ヤクルト戦＞

8/16 木

137 地域交流 2
東京ドーム☆カープファン参
加イベント

読売巨人軍
小学生以下の子ども達を対象としたイベント。
試合開始前にグラウンドで綱引きを行ったり、打撃練習見学を実施。

東京ドーム 8/17 金

138 地域交流 2 バット製作実演イベント 財団法人野球体育博物館 こども達を対象に行われたイベントへスラィリー出演。来場者とふれあう。 野球体育博物館 8/17.18 金土

139 地域交流 2
「赤の力」ファン倶楽部会員限
定　かくし部屋ご招待

2012年度カープファン倶楽部会員の方々を対象とした「かくし部屋」での観戦招待を実施。
岐阜県や愛知県からの参加者もあり。

マツダスタジアム
＜横浜戦＞

8/21 火

140 地域交流 2
中国新聞“カープ観戦ご招待
企画”「家族まるごと感謝
デー」

中国新聞社
８月・９月のナイター１２試合に１家族５名様を各試合１００組５００人（計１，２００組６，０００人）ご招待！おじいちゃん、
おばあちゃん、お子さん、もしくはお孫さんの３世代のご家族を観戦へご招待。

マツダスタジアム
＜横浜戦＞

8/21 火

141 地域交流 2
中国新聞企画
「夏休みカープ練習見学デー」

中国新聞社
夏休み中の６試合でマツダ スタジアムの練習見学ツアーを開催！小・中学生と保護者の親子ペアが対象で、各試合
２０組４０人（計１２０組２４０人）で実施。

マツダスタジアム
＜横浜戦＞

8/21 火
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142 地域交流 2 メモリアル始球式２０１２

子供達による「メモリアル始球式２０１２」を11試合で実施。
中学3年生までなら男女問わず誰でも応募可能。
始球式当選者には、カープ帽子・サインボール・カープユニフォーム・グローブ・リストバンド・マルチバッグ・公式試合
球・Ｓ席5名様招待の豪華賞品をプレゼント。

マツダスタジアム
＜横浜戦＞

8/21 火

143 地域交流 2 雪あそびナイター 球場正面に雪あそび会場を設置し、来場者に楽しんでいただく。 マツダスタジアム 8/21～8/23 火・水・木

144 地域交流 2
中国新聞“カープ観戦ご招待
企画”「家族まるごと感謝
デー」

中国新聞社
８月・９月のナイター１２試合に１家族５名様を各試合１００組５００人（計１，２００組６，０００人）ご招待！おじいちゃん、
おばあちゃん、お子さん、もしくはお孫さんの３世代のご家族を観戦へご招待。

マツダスタジアム
＜横浜戦＞

8/22 水

145 地域交流 2
中国新聞企画
「夏休みカープ練習見学デー」

中国新聞社
夏休み中の６試合でマツダ スタジアムの練習見学ツアーを開催！小・中学生と保護者の親子ペアが対象で、各試合
２０組４０人（計１２０組２４０人）で実施。

マツダスタジアム
＜横浜戦＞

8/22 水

146 地域交流 2
中国新聞“カープ観戦ご招待
企画”「家族まるごと感謝
デー」

中国新聞社
８月・９月のナイター１２試合に１家族５名様を各試合１００組５００人（計１，２００組６，０００人）ご招待！おじいちゃん、
おばあちゃん、お子さん、もしくはお孫さんの３世代のご家族を観戦へご招待。

マツダスタジアム
＜横浜戦＞

8/23 木

147 地域交流 2
中国新聞企画
「夏休みカープ練習見学デー」

中国新聞社
夏休み中の６試合でマツダ スタジアムの練習見学ツアーを開催！小・中学生と保護者の親子ペアが対象で、各試合
２０組４０人（計１２０組２４０人）で実施。

マツダスタジアム
＜横浜戦＞

8/23 木

148 地域交流 2 メモリアル始球式２０１２

子供達による「メモリアル始球式２０１２」を11試合で実施。
中学3年生までなら男女問わず誰でも応募可能。
始球式当選者には、カープ帽子・サインボール・カープユニフォーム・グローブ・リストバンド・マルチバッグ・公式試合
球・Ｓ席5名様招待の豪華賞品をプレゼント。

マツダスタジアム
＜横浜戦＞

8/23 木

149 地域交流 2
ＪＣＢセ・リーグカードファン
フェスタ

ＪＣＢ
イベント参加者を対象に、開門前に練習見学、スタジアムツアーを実施。
練習後の選手とグラウンドで記念撮影も行う。

マツダスタジアム
＜阪神戦＞

8/24・25 金・土

150 地域交流 2
広島カープまつり２０１２
in大阪

スポーツニッポン
関西のカープファンの為に大阪でイベントを開催。カープＯＢ佐々岡真司氏のトークショーや選手直筆サイン入り写真
パネルの販売などを行う。

スポニチプラザ大阪 8/28～9/2

151 地域交流 2 来て見て乗ってみん祭 東友会協同組合 イベントへスラィリーを派遣。来場者とふれあう。 マツダスタジアム 9/2 日

152 地域交流 2
広島市立幼稚園・小・中学校
対象施設見学ツアー

湯来南小学校
広島市教育委員会

広島市教育委員会とカープ球団が協力し、ｽﾀｼﾞｱﾑ施設見学（無料）を実施。
湯来南小学校 ５年、６年生徒（６５名）・先生４名、計６９名来場。
※7/3実施予定が当日天候不良であった為変更

マツダスタジアム 9/4 火
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153 地域交流 2
広島市立幼稚園・小・中学校
対象施設見学ツアー

段原小学校
広島市教育委員会

広島市教育委員会とカープ球団が協力し、ｽﾀｼﾞｱﾑ施設見学（無料）を実施。
段原小学校 ３年、４年、特別支援学級生徒（１３４名）・先生６名、計１４０名来場。

マツダスタジアム 9/5 水

154 地域交流 2
広島市立幼稚園・小・中学校
対象施設見学ツアー

元宇品小学校
広島市教育委員会

広島市教育委員会とカープ球団が協力し、ｽﾀｼﾞｱﾑ施設見学（無料）を実施。
元宇品小学校 ５年生徒（１７名）・先生２名、計１９名来場。

マツダスタジアム 9/5 水

155 地域交流 2 メモリアル始球式２０１２

子供達による「メモリアル始球式２０１２」を11試合で実施。
中学3年生までなら男女問わず誰でも応募可能。
始球式当選者には、カープ帽子・サインボール・カープユニフォーム・グローブ・リストバンド・マルチバッグ・公式試合
球・Ｓ席5名様招待の豪華賞品をプレゼント。

マツダスタジアム
＜横浜戦＞

9/7 金

156 地域交流 2 カープ 赤ちゃん写真展
カープ赤ちゃん写真展
実行委員会
ＮＰＯ法人ｱｰｽﾗﾝﾄﾞﾌｫﾄﾈｯﾄﾜｰｸ

広島県で生まれた元気な赤ちゃんの写真を、マツダスタジアム　ルネッサンスへ展示。
ご家族にとってはもちろん、全ての人にとって未来の希望である赤ちゃんの無垢な瞳と笑顔の写真からは、和やかな
気持ちと明日への元気をもらえるので、来場者へ向けた写真展を開催。

マツダスタジアム
ルネッサンスにて

9/7～9/9

157 地域交流 2 コイカツ！ｶｰﾌﾟ応援ﾂｱｰ
しょうばら出会いサポート委員会
世羅町婚活支援事業実行委員会
神石高原町ブライダルセンター

庄原市、世羅町、神石高原町の独身男女の出会い交流企画。観戦を通じ、交流を深める。
当日はコイカツ参加者専用の特別シートを設置。参加者には記念品としてキャラクターグッズを提供。

マツダスタジアム
＜横浜戦＞

9/8 土

158 地域交流 2 メモリアル始球式２０１２

子供達による「メモリアル始球式２０１２」を11試合で実施。
中学3年生までなら男女問わず誰でも応募可能。
始球式当選者には、カープ帽子・サインボール・カープユニフォーム・グローブ・リストバンド・マルチバッグ・公式試合
球・Ｓ席5名様招待の豪華賞品をプレゼント。

マツダスタジアム
＜横浜戦＞

9/9 日

159 地域交流 2
広島市立幼稚園・小・中学校
対象施設見学ツアー

狩小川小学校
広島市教育委員会

広島市教育委員会とカープ球団が協力し、ｽﾀｼﾞｱﾑ施設見学（無料）を実施。
狩小川小学校 ２年生徒（３４名）・先生２名、計３６名来場。

マツダスタジアム 9/11 火

160 地域交流 2
広島市立幼稚園・小・中学校
対象施設見学ツアー

東浄小学校
広島市教育委員会

広島市教育委員会とカープ球団が協力し、ｽﾀｼﾞｱﾑ施設見学（無料）を実施。
東浄小学校 ３～６年生徒（７名）・先生３名、計１０名来場。

マツダスタジアム 9/11 火

161 地域交流 2
広島市立幼稚園・小・中学校
対象施設見学ツアー

安北小学校
広島市教育委員会

広島市教育委員会とカープ球団が協力し、ｽﾀｼﾞｱﾑ施設見学（無料）を実施。
安北小学校 ４年生徒（１２８名）・先生５名、計１３３名来場。

マツダスタジアム 9/11 火

162 地域交流 2
広島市立幼稚園・小・中学校
対象施設見学ツアー

古田台小学校
広島市教育委員会

広島市教育委員会とカープ球団が協力し、ｽﾀｼﾞｱﾑ施設見学（無料）を実施。
古田台小学校 ６年生徒（４８名）・先生２名、計５０名来場。

マツダスタジアム 9/12 水

163 地域交流 2
広島市立幼稚園・小・中学校
対象施設見学ツアー

大芝小学校
広島市教育委員会

広島市教育委員会とカープ球団が協力し、ｽﾀｼﾞｱﾑ施設見学（無料）を実施。
大芝小学校 ４年生徒（７６名）・先生４名、計８０名来場。

マツダスタジアム 9/12 水
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実  施　詳　細
No 内　　容区　分

164 地域交流 2
レジェンドユニフォーム
チャリティーオークション

モバオク
セ・リーグレジェンドユニフォームシリーズ２０１２で選手が着用したユニフォーム５着へサインを入れモバオクで行わ
れるオークションへ提供。
オークションの売上金は東日本大震災の支援団体などに全額寄付される。

9/12～9/18

165 地域交流 2
広島市立幼稚園・小・中学校
対象施設見学ツアー

船越幼稚園
広島市教育委員会

広島市教育委員会とカープ球団が協力し、ｽﾀｼﾞｱﾑ施設見学（無料）を実施。
船越幼稚園 ３歳、４歳、５歳児（７８名）・先生１２名、計９０名来場。

マツダスタジアム 9/13 木

166 地域交流 2
中国新聞“カープ観戦ご招待
企画”「家族まるごと感謝
デー」

中国新聞社
８月・９月のナイター１２試合に１家族５名様を各試合１００組５００人（計１，２００組６，０００人）ご招待！おじいちゃん、
おばあちゃん、お子さん、もしくはお孫さんの３世代のご家族を観戦へご招待。

マツダスタジアム
＜中日戦＞

9/14 金

167 地域交流 2 メモリアル始球式２０１２

子供達による「メモリアル始球式２０１２」を11試合で実施。
中学3年生までなら男女問わず誰でも応募可能。
始球式当選者には、カープ帽子・サインボール・カープユニフォーム・グローブ・リストバンド・マルチバッグ・公式試合
球・Ｓ席5名様招待の豪華賞品をプレゼント。

マツダスタジアム
＜中日戦＞

9/14 金

168 地域交流 2 金泉祭 医療法人社団あんず会金泉
通所介護や訪問介護、認知症対応型共同生活介護など、高齢者の為の介護施設が、地域の方を対象に開催しる祭
りへ、キャラクターグッズを提供。
祭りのなかで行われる抽選会の景品として活用いただく。

金泉敷地内
（東広島市）

9/15 土

169 地域交流 2
中国新聞“カープ観戦ご招待
企画”「家族まるごと感謝
デー」

中国新聞社
８月・９月のナイター１２試合に１家族５名様を各試合１００組５００人（計１，２００組６，０００人）ご招待！おじいちゃん、
おばあちゃん、お子さん、もしくはお孫さんの３世代のご家族を観戦へご招待。

マツダスタジアム
＜中日戦＞

9/15 土

170 地域交流 2
「赤の力」ファン倶楽部会員限
定第１回写真撮影会

2012年度カープファン倶楽部会員の方々を対象とした写真撮影会を実施。
マツダスタジアム

＜中日戦＞
9/16 日

171 地域交流 2
中国新聞“カープ観戦ご招待
企画”「家族まるごと感謝
デー」

中国新聞社
８月・９月のナイター１２試合に１家族５名様を各試合１００組５００人（計１，２００組６，０００人）ご招待！おじいちゃん、
おばあちゃん、お子さん、もしくはお孫さんの３世代のご家族を観戦へご招待。

マツダスタジアム
＜中日戦＞

9/16 日

172 地域交流 2
「赤の力」ファン倶楽部会員限
定第２回写真撮影会

2012年度カープファン倶楽部会員の方々を対象とした写真撮影会を実施。
マツダスタジアム
＜ヤクルト戦＞

9/17 祝・月

173 地域交流 2
中国新聞“カープ観戦ご招待
企画”「家族まるごと感謝
デー」

中国新聞社
８月・９月のナイター１２試合に１家族５名様を各試合１００組５００人（計１，２００組６，０００人）ご招待！おじいちゃん、
おばあちゃん、お子さん、もしくはお孫さんの３世代のご家族を観戦へご招待。

マツダスタジアム
＜ヤクルト戦＞

9/17 祝・月

174 地域交流 2
「赤の力」ファン倶楽部会員限
定第３回写真撮影会

2012年度カープファン倶楽部会員の方々を対象とした写真撮影会を実施。
マツダスタジアム
＜ヤクルト戦＞

9/18 火
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175 地域交流 2
中国新聞“カープ観戦ご招待
企画”「家族まるごと感謝
デー」

中国新聞社
８月・９月のナイター１２試合に１家族５名様を各試合１００組５００人（計１，２００組６，０００人）ご招待！おじいちゃん、
おばあちゃん、お子さん、もしくはお孫さんの３世代のご家族を観戦へご招待。

マツダスタジアム
＜ヤクルト戦＞

9/18 火

176 地域交流 2
中国新聞“カープ観戦ご招待
企画”「家族まるごと感謝
デー」

中国新聞社
８月・９月のナイター１２試合に１家族５名様を各試合１００組５００人（計１，２００組６，０００人）ご招待！おじいちゃん、
おばあちゃん、お子さん、もしくはお孫さんの３世代のご家族を観戦へご招待。

マツダスタジアム
＜ヤクルト戦＞

9/19 水

177 地域交流 2 マツダ福祉車両贈呈式 マツダ㈱
9月18日対ヤクルト戦でマツダスタジアム累計来場者数が６００万人を達成。マツダ㈱は社会貢献の一環で、100万人
達成の節目ごとに福祉車両を社会福祉団体に贈呈されており、その贈呈式を試合開始前のグラウンドで実施。
贈呈式には、前田健太選手も出席。

マツダスタジアム
＜ヤクルト戦＞

9/19 水

178 地域交流 2
広島市立幼稚園・小・中学校
対象施設見学ツアー

温品小学校
広島市教育委員会

広島市教育委員会とカープ球団が協力し、ｽﾀｼﾞｱﾑ施設見学（無料）を実施。
温品小学校 特別支援学級生徒（１１名）・先生４名、計１５名来場。

マツダスタジアム 9/21 金

179 地域交流 2
広島市立幼稚園・小・中学校
対象施設見学ツアー

可部小学校
広島市教育委員会

広島市教育委員会とカープ球団が協力し、ｽﾀｼﾞｱﾑ施設見学（無料）を実施。
可部小学校 ３年生徒（１２２名）・先生５名、計１２７名来場。

マツダスタジアム 9/21 金

180 地域交流 2
横浜スタジアムで味わう！ﾏﾂ
ﾀﾞｽﾀｼﾞｱﾑの人気メニュー
第３段

マツダスタジアムで人気の選手プロデュースメニューを期間限定で横浜スタジアムでも販売。関東のファンの方にも楽
しんでいただく。

横浜スタジアム 9/21～9/23 金～日

181 地域交流 2
広島市立幼稚園・小・中学校
対象施設見学ツアー

原南小学校
広島市教育委員会

広島市教育委員会とカープ球団が協力し、ｽﾀｼﾞｱﾑ施設見学（無料）を実施。
原南小学校 ６年生徒（７２名）・先生３名、計７５名来場。

マツダスタジアム 9/24 月

182 地域交流 2
広島市立幼稚園・小・中学校
対象施設見学ツアー

向洋新町小学校
広島市教育委員会

広島市教育委員会とカープ球団が協力し、ｽﾀｼﾞｱﾑ施設見学（無料）を実施。
向洋新町小学校 ２年、特別支援学級生徒（７７名）・先生５名、計８２名来場。

マツダスタジアム 9/24 月

183 地域交流 2
広島市立幼稚園・小・中学校
対象施設見学ツアー

ふれあい教室
広島市教育委員会

広島市教育委員会とカープ球団が協力し、ｽﾀｼﾞｱﾑ施設見学（無料）を実施。
ふれあい教室へ参加している児童（２３名）・先生１５名、計３８名来場。

マツダスタジアム 9/24 月

184 地域交流 2
広島市立幼稚園・小・中学校
対象施設見学ツアー

中筋小学校
広島市教育委員会

広島市教育委員会とカープ球団が協力し、ｽﾀｼﾞｱﾑ施設見学（無料）を実施。
中筋小学校 ６年生徒（１２９名）・先生５名、計１３４名来場。

マツダスタジアム 9/24 月

185 地域交流 2 カープ 赤ちゃん写真展
カープ赤ちゃん写真展
実行委員会
ＮＰＯ法人ｱｰｽﾗﾝﾄﾞﾌｫﾄﾈｯﾄﾜｰｸ

広島県で生まれた元気な赤ちゃんの写真を、マツダスタジアム　ルネッサンスへ展示。
ご家族にとってはもちろん、全ての人にとって未来の希望である赤ちゃんの無垢な瞳と笑顔の写真からは、和やかな
気持ちと明日への元気をもらえるので、来場者へ向けた写真展を開催。

マツダスタジアム
ルネッサンスにて

9/25～9/27
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186 地域交流 2 石井琢朗引退記念写真展 カルピオ カルピオベースボールギャラリーにて石井琢朗引退記念写真展を開催。来場されたお客様に無料で観覧いただく。
カルピオ

ﾍﾞｰｽﾎﾞｰﾙｷﾞｬﾗﾘｰ
9/30～10/16

187 地域交流 2 第7回アイラブ作業所まつり
第7回アイラブ作業所まつり実行委
員会

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が、作業所周辺地域との交流などを
目的に開催する祭りへ、キャラクターグッズを提供。
祭りのなかで行われるお楽しみ抽選会の景品として活用いただく。

広島市吉島福祉センター 10/7 日

188 地域交流 2
みやざきフェニックス・リーグ
スペシャルイベント

宮崎市観光課
みやざきフェニックス・リーグを盛り上げるため、宮崎市内中心市街地で開催されるイベントへスラィリーを派遣。
セパ各球団のマスコットが集まり、フェニックスリーグをPR。

宮崎市一番街 10/12 金

189 地域交流 2
第4回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 イベントへスラィリーを派遣。参加者とふれあう。
呉市総合体育館
オークアリーナ

10/16 火

190 地域交流 2
庄原こどもミュージカル
「オズの魔法使い」公演

庄原こどもミュージカル実行委員会 庄原こどもミュージカル「オズの魔法使い」公演。スラィリーが会場へ登場。出演するこども達や来場者とふれあう。 庄原市民会館 10/21 日

191 地域交流 2 堂林翔太 １５０三振写真展
マツダスタジアム内スタジアムカフェにて堂林選手１５０三振写真展を開催。来場されたお客様に無料で観覧いただ
く。

スタジアムカフェ 10/24～11/25

192 地域交流 2 グループホーム湯来　秋祭り ㈱ステア グループホーム湯来 イベントへスラィリーを派遣。参加者とふれあう。 グループホーム湯来 10/25 木

193 地域交流 2 KDDIイベント ㈱電通西日本 イベントへスラィリーを派遣。来場者とふれあう。 イトーヨーカドー 10/27 土

194 地域交流 2
ニシヒロスポーツフェスティバ
ル

みづま工房
地域で開催されるイベントへ選手を派遣。ステージショーへ参加し来場者とふれあう。
参加選手２名：上野、河内

広島県立産業会館 11/3 土

195 地域交流 2 東京アカシア会秋季総会 東京アカシア会
東京アカシア会（広島大学附属高等学校同窓会 東京地区の名称）
総会参加者への景品としてキャラクターグッズを提供

スクワール麹町 11/3 土

196 地域交流 2 第28回西区民まつり 西区民まつり委員会
地域で開催されるイベントへ選手を派遣。サイン会を行う。
参加選手２名：小窪、松本

西部埋立第五公園
（広島ｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ隣り）

11/4 日
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197 地域交流 2 ウィナーズ工場見学 マツダ㈱ 地域の企業で開催されるイベントへスラィリーを派遣。参加者とふれあう。 マツダ㈱西門 11/7 水

198 地域交流 2 ちゅーピーまつり 中国新聞社
地域で開催されるイベントへ選手とスラィリーを派遣。毎年15,000～20,000人が来場。
トークショーやサイン会を行う。
参加選手２名：梅津、岸本

ちゅーピーパーク
中国新聞社

大野印刷工場
11/10 土

199 地域交流 2 第17回 広島南作業所感謝祭 広島南作業所
広島南作業所（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キャラクターグッズを提供。

広島南作業所 11/11 日

200 地域交流 2 第27回 佐伯区民まつり 佐伯区民まつり委員会 地域で開催されるイベントへスラィリーを派遣。来場者とふれあう。 佐伯区民文化センター 11/11 日

201 地域交流 2 ガス展in尾道 広島ガス㈱尾道支店 地域で開催されるイベントへスラィリーを派遣。来場者とふれあう。 広島ガス㈱尾道支店 11/11 日

202 地域交流 2
スラィリーがやってくる！
握手＆記念撮影会

エバラ食品 広島市内スーパーで開催されるイベントへスラィリーを派遣。来場者とふれあう。 ゆめタウン広島 11/17 土

203 地域交流 2 第1回全国仮装大会in尾道 一般社団法人 尾道観光協会 地域で開催されるイベントへスラィリーを派遣。来場者とふれあう。 尾道本通り商店街 11/18 日

204 地域交流 2 カープ選手と遊ぼう会 広島県立呉特別支援学校
呉特別支援学校へ選手が訪問し、生徒たちと交流。インタビューのほか、グループに分かれて野球指導も行う。
参加選手３名：富永、中村真、塚田

広島県立
呉特別支援学校

11/19 月

205 地域交流 2 カープ選手との交流会 特別養護老人ホームたかね荘
老人ホームへ選手が訪問し、入所者の方々と交流。記念撮影のほか、クイズ大会など行う。
参加選手２名：伊東、申

特別養護老人ホーム
たかね荘

11/19 月

206 地域交流 2
2012秋 われらのカープ写真
展

福屋 地元デパート福屋にてカープ写真展を開催 福屋広島駅前店 11/22～11/28

207 地域交流 2 2012カープファン感謝デー
今シーズン応援いただいたことに感謝し、ファン参加のイベントなども行う。
選手全員参加。

マツダスタジアム 11/23 祝・金
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タイトル 関 係 先コード

実施日

実  施　詳　細
No 内　　容区　分

208 地域交流 2
北別府学と過ごすカープファ
ン大忘年会

㈱空創社
地域で開催されるイベントへ選手を派遣。トークショー、写真撮影会、クイズ大会へ参加しファンと交流。
参加選手２名：福井、中崎

ﾎﾃﾙ広島ｶﾞｰﾃﾞﾝﾊﾟﾚｽ 11/23 祝・金

209 地域交流 2
ひろしま食博　まちぐるみ、ま
ちグルメ In 府中

府中市役所 地域で開催されるイベントへスラィリーを派遣。来場者とふれあう。 府中市中心市街地 11/24 土

210 地域交流 2
広島カープ ファン感謝こだわ
りトークショー

日清食品
広島市内大型スーパーで開催されるイベントへ選手を派遣し、トークショーを実施。
参加選手２名：石井コーチ、前田（健）

ゆめタウン広島 11/24 土

211 地域交流 2
東亜祇園ニュータウン春日野
イベント

東亜地所
広島市内住宅分譲地で開催されるイベントへ選手を派遣し、トークショーを実施。
参加選手３名：福井、岩本、齋藤

東亜祇園ﾆｭｰﾀｳﾝ春日野 11/25 日

212 地域交流 2
ウインズ広島に、きん祭、みん
祭、当てん祭
“2012秋のGⅠウインズ祭！”

JRA日本中央競馬会
地域で行われるイベントへ、選手とスラィリーを派遣。『あっぱれ！広島東洋カープ』トークファイトと題し開催され、選
手は１日所長を務めるほか、トークショーなどで来場者とふれあう。
参加選手２名：栗原、木村

ウインズ広島 11/25 日

213 地域交流 2
広島東洋カープ由宇協力会
懇親会

広島東洋カープ由宇協力会
由宇協力会会員と選手とのふれあいを目的に開催される交流会へ二軍監督・コーチ・選手を派遣。由宇練習場開場２
０周年の節目であることから、多くの選手を派遣し、一層の由宇町活性に繋げる。（選手１１名、二軍監督・コーチ８名）
参加選手１１名：中田、中崎、磯村、伊東、武内、戸田、土生、庄司、申、中村憲、富永

ゆう温泉 11/26 月

214 地域交流 2 スラィリーがやってくる！ さくらんぼ五日市 地域行事へスラィリーを派遣。来場者とふれあう。 さくらんぼ五日市 11/28 水

215 地域交流 2
スラィリーと一緒に機能訓練を
しよう

㈱緑 老人ホームへスラィリーを派遣。入所されている方々とふれあう。
グループホーム楽々

園
11/30 金

216 地域交流 2 広島東洋カープ応援フェア アサヒビール
広島市内大型スーパーで開催されるイベントへ選手を派遣し、トークショーを実施。
参加選手２名：大竹、大島

イズミ広島店 12/1 土

217 地域交流 2 餅つき大会 学校法人星学園 光禅寺幼稚園 幼稚園へスラィリーを派遣し、園児のお餅つき大会へ参加。 光禅寺幼稚園 12/1 土

218 地域交流 2
広島東洋カープ選手
トークショー

スーパーマルナカ
広島市内スーパーへ選手派遣。店内にてトークショーを行う。
参加選手２名：松山、菊池

山陽マルナカ
白島店

12/1 土
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実施日

実  施　詳　細
No 内　　容区　分

219 地域交流 2 広島東洋カープサイン会 協同組合 三次ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ
三次市内大型スーパーで開催されるイベントへ選手を派遣し、サイン会を実施。
参加選手１名：石井コーチ

三次ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 12/1 土

220 地域交流 2
広島東洋カープ選手
トークショー

スーパーマルナカ
広島市内スーパーへ選手派遣。店内にてトークショーを行う。
参加選手２名：松山、菊池

山陽マルナカ
可部店

12/1 土

221 地域交流 2 イルミネーション点灯式 冬ホタル実行委員会
三原市内にて地元有志が地域活性を目的にイルミネーションを制作。
点灯式へ選手も参加しＰＲへ協力。
参加選手１名：中田

三原市営吉田コミュニ
ティーグラウンド

12/1 土

222 地域交流 2 広島東洋カープ応援フェア アサヒビール
広島市内大型スーパーで開催されるイベントへ選手を派遣し、トークショーを実施。
参加選手２名：横山、中東

マックスバリュー
段原店

12/2 日

223 地域交流 2 福山競馬場イベント 広島県福山競馬振興協議会
福山競馬場で行われるイベントへ選手を派遣。
選手はプレゼンターを務めるほか、サイン会も行う。
参加選手２名：上村、中田

シャトル神辺 12/2 日

224 地域交流 2
尾道市立長江小学校
創立105周年餅つき大会

長江こども会
小学校記念行事へ選手も参加。餅つき大会のほか、野球教室も行い子供たちと交流。
参加選手５名：中崎、中谷、白濱、土生、山内コーチ

長江小学校 12/2 日

225 地域交流 2 福山競馬場イベント 広島県福山競馬振興協議会
福山競馬場で行われるイベントへ選手を派遣。
選手はプレゼンターを務めるほか、サイン会も行う。
参加選手１名：上村、中田

福山競馬場 12/2 日

226 地域交流 2 エコスの日住宅イベント 中国新聞広告社
広島市内住宅展示場で行われるイベントへ選手を派遣。トークショーや子ども達とのゲームを通じ来場者と交流。
参加選手１名：大竹

商工ｾﾝﾀｰ住宅展示場
エコス

12/2 日

227 地域交流 2 カープ選手とのふれあい会 ビバーチャ
ファンサービスの一環として、地域のアミューズメント施設が開催するイベントへ選手を派遣。トークショーを行う。
参加選手（２名）：今村、河内

カレントコスモ
大ホール

※ﾋﾞﾊﾞｰﾁｬ後方
12/2 日

228 地域交流 2

広島ＦＭ「DO THE CARP」公
開イベント
石井琢朗トーク＆サイン会inイ
オン

広島エフエム放送
広島市内ショッピングセンターでのラジオ公開イベントへ石井コーチ出演。
トーク＆サイン会も行いファンと交流
参加選手１名：石井コーチ

広島市南区
宇品ショッピングセン

ター
12/2 日

229 地域交流 2
カープ＆ＦＵＫＵＹＡコラボＤＥ
応援福袋2013

福屋 地元デパート福屋とカープがコラボした特製福袋を福屋広島駅前店で発売。 福屋広島駅前店 12/6 木
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230 地域交流 2
ダイワハウススペシャル
プロ野球オールスター
スポーツフェスティバル

イベントへ選手を派遣。
参加選手３名：前田（健）、野村、堂林

大阪城ホール 12/6 木

231 地域交流 2 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へ選手派遣。お餅つきなどで園児とその家族と交流。
参加者への記念品として、球団キャラクターグッズを提供。
参加選手３名：齊藤、安部、土生

尾道発達相談・療育支
援センター
あづみ園

12/7 金

232 地域交流 2 第30回広商デパート 広島県立広島商業高校
広島市内高校でのイベントへ選手、スラィリー出演。トークショーなど行い生徒と交流。
参加選手３名：岩本、中村憲、庄司

広島県立
広島商業高校

12/8 土

233 地域交流 2 カープ選手トークショー 積水ハウス㈱
広島市内分譲団地で開催されるイベントへ選手を派遣し、トークショーを実施。
参加選手２名：赤松、中東

スカイレールタウン
みどり坂

12/8 土

234 地域交流 2
遍照寺弘法市冬'12冬
～がんばれｶｰﾌﾟﾊﾞｰｼﾞｮﾝ
PARTⅣ～

遍照寺弘法市実行委員会
広島市東区馬木にある遍照寺にて開催されるお祭りへ、選手、スラィリーを派遣。
地域住民、主に子供たちと触れ合う。
参加選手４名：倉、今村、中村（恭）、迎

遍照寺駐車場 12/8 土

235 地域交流 2
ゆめタウンみゆき
カープ選手トークショー

ゆめタウン
広島市内大型スーパーで開催されるイベントへ選手を派遣し、トークショーを実施。
参加選手２名：天谷、齋藤

ゆめタウンみゆき 12/8 土

236 地域交流 2 広島東洋カープ応援フェア アサヒビール
広島市内大型スーパーで開催されるイベントへ選手を派遣し、トークショーを実施。
参加選手２名：中崎、戸田

イオン宇品店 12/8 土

237 地域交流 2
カープ選手サイン会＆トーク
ショー

広島電鉄
大型スーパーで開催されるイベントへ選手を派遣し、サイン会・トークショーを実施。
参加選手５名：小窪、今村、中田、申、伊東

ファミリータウン
広電楽々園

12/8 土

238 地域交流 2
カープ選手スペシャルトーク
ショー

広島ホームテレビ
大型ショッピングモールで行われるイベントへ選手出演。トークショーを行いファンと交流。
参加選手１名：野村（祐）

三井アウトレットパーク
倉敷

12/8 土

239 地域交流 2 打撃王　温品店３周年祭 ㈱ナナツマチ　スポーツ事業部
ファンサービスの一環として、地域のバッティングセンター施設が開催するイベントへ選手を派遣。サイン会、トーク
ショーを行う。
参加選手（２名）：大竹、河内

打撃王　温品店 12/8 土

240 地域交流 2
大野第一区民と大野寮カープ
若鯉選手との交流会

廿日市市大野一区
大野寮が所在する地域で開催される行事へ選手を派遣。地域の方々とお餅つき大会を行い交流。
参加選手２名：中村（亘）、山野

垣ノ浦集会所
（廿日市市）

12/9 日
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241 地域交流 2
広島市心身障害者福祉セン
ター２０１２文化祭

広島市心身障害者福祉センター
心身障害者福祉センター文化祭へ選手を派遣。キャッチボールなど行い参加者と交流。
参加選手２名：戸田、申

広島市心身障害者福
祉センター

12/9 日

242 地域交流 2
2013年度新入団選手発表記
者会見へのカープファン倶楽
部会員招待

カープの新戦力となるドラフト入団選手お披露目日の「2013年度新入団選手発表記者会見」。球団初企画としてカー
プファン倶楽部会員限定150名様を抽選で招待。
記念品として＜新入団選手発表オリジナルＴシャツ＞＜新入団選手サインボール＞＜観覧ＰＡＳS＞をプレゼント。

ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ広島 12/13 火

243 地域交流 2 幼稚園お餅つき大会
比治山大学短期大学部附属幼稚
園

幼稚園へ選手を派遣し、園児のお餅つき大会へ参加。
参加選手２名：岩本、武内

比治山大学短期大学
部附属幼稚園

12/14 金

244 地域交流 2 広島東洋カープ応援フェア アサヒビール
広島市内大型スーパーで開催されるイベントへ選手を派遣し、トークショーを実施。
参加選手１名：松山

天満屋
ポートプラザ店

（福山市）
12/15 土

245 地域交流 2
医療法人社団 知仁会
カープクリスマス会

医療法人社団 知仁会
大竹市内にある病院において開催される行事へ選手を派遣。
餅つき大会などで、患者さんや病院利用者、地域住民と交流。

メープルヒル病院
（大竹市内）

12/15 土

246 地域交流 2
梵英心三次後援会平成２５年
度総会・懇親会

梵英心三次後援会
総会・懇親会参加者への記念品としてキャラクターグッズを提供。
当日は選手本人も出席し参加者と交流。
参加選手１名：梵

三次市内 12/16 日

247 地域交流 2
矢野おりづる園
餅つき大会

社会福祉法人 広島常光福祉会

広島原爆養護ホーム「矢野おりづる園」での餅つき大会へ選手出演。餅つき大会のほか、サイン会や記念撮影などで
入園者と交流。
参加者へ記念品として球団キャラクターグッズを提供。
参加選手２名：岩本、中田

矢野おりづる園 12/17 月

248 地域交流 2
広島アカシア会
月例アカシア懇談会

広島アカシア会 行事開催にあたりグッズを提供 広島アンデルセン 12/17 月

249 地域交流 2
広島東洋カープ選手による小
児科病棟慰問

広島赤十字・原爆病院
㈱バルコムモータース

小児がん・小児血液疾患の患者・経験者（入院中及び外来治療中の患児。並びに、以前小児がん・小児血液疾患を
経験した当事者）慰問に選手達が病院を訪問。患者のきょうだいや親御（家族）も参加し、選手への質問コーナーや
記念撮影などで交流。参加者への記念品として、球団キャラクターグッズを提供。
参加選手４名：中東、上野、堂林、斎藤

広島赤十字・原爆病院 12/18 火

250 地域交流 2
広島東ＲＣ　ＧＦＢ夜間例会
クリスマス家族会

広島東ロータリークラブ イベントヘスラィリーを派遣し、参加者とふれあう。
ホテルグランヴィア広

島
12/19 水

251 地域交流 2
ベースボールギャラリーサイ
ン会

ファンサービスの一環としてサイン会を行う。
参加選手（２名）：鈴木、會澤

カープ
ベースボールギャラ

リー
12/22 土
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252 地域交流 2 広島東洋カープ応援フェア アサヒビール
広島市内大型スーパーで開催されるイベントへ選手を派遣し、トークショーを実施。
参加選手２名：松山、岩本

天満屋ハピータウン
ポートプラザ店(福山）

12/22 土

253 地域交流 2
カープ感謝祭!!～石井琢朗
コーチがＴＡＵにやってくる!!

広島県　(商工労働局)
天満屋アドセンター事業部

東京にある広島アンテナショップへ石井コーチを派遣。トークショーを行う。
参加選手２名：松山、岩本

ＴＡＵ
（東京銀座にある広島

ｱﾝﾃﾅｼｮｯﾌﾟ）
12/22 土

254 地域交流 2
打撃王 草津店
クリスマス企画

㈱ナナツマチ　スポーツ事業部
ファンサービスの一環として、地域のバッティングセンター施設が開催するイベントへ選手を派遣。サイン会、トーク
ショーを行う。
参加選手（２名）：天谷、中東

打撃王　草津店 12/22 土

255 地域交流 2 広島ＲＣクリスマス家族会 広島ロータリークラブ 行事開催にあたりグッズを提供 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ広島 12/24 月・祝

256 野球振興 3
新春ふれあい野球教室＆
もちつき大会

NPO法人 熊野健康
スポーツ振興会

地域住民を対象とした行事へ選手を派遣。
餅つき大会への参加のほか、子供たち約８０名を対象とした野球教室も行われる。
参加選手３名：小松、岩見、永川（光）

熊野町民体育館
グランド

1/9 祝・月

257 野球振興 3
新春 カープの若鯉選手との
交流もちつき大会

廿日市市大野一区
廿日市市大野一区区民対象のもちつき大会へ選手を派遣。
大野寮がある地元の行事に参加し、地域の方々と交流。餅つき大会の他、子供たち対象の野球教室も行われる。
参加選手３名：武内、伊東、申

柿の浦集会所
（廿日市市）

1/29 日

258 野球振興 3
ちゅーピーくらぶ
カープ野球塾

中国新聞社
カープの元選手（OB）による野球教室「ちゅーピーくらぶ　カープ野球塾」を開催。
初めて野球をする初心者でも、もっと野球がうまくなりたい経験者でも、小中学生なら男女問わず、誰でも参加可能。
授業内容として、キャッチボール、打撃、投球、守備などを行う。

野球塾会場
（ﾏﾂﾀﾞｽﾀｼﾞｱﾑそば）

4/7 土

259 野球振興 3
ちゅーピーくらぶ
カープ野球塾

中国新聞社
カープの元選手（OB）による野球教室「ちゅーピーくらぶ　カープ野球塾」を開催。
初めて野球をする初心者でも、もっと野球がうまくなりたい経験者でも、小中学生なら男女問わず、誰でも参加可能。
授業内容として、キャッチボール、打撃、投球、守備などを行う。

野球塾会場
（ﾏﾂﾀﾞｽﾀｼﾞｱﾑそば）

4/15 日

260 野球振興 3
ちゅーピーくらぶ
カープ野球塾

中国新聞社
カープの元選手（OB）による野球教室「ちゅーピーくらぶ　カープ野球塾」を開催。
初めて野球をする初心者でも、もっと野球がうまくなりたい経験者でも、小中学生なら男女問わず、誰でも参加可能。
授業内容として、キャッチボール、打撃、投球、守備などを行う。

野球塾会場
（ﾏﾂﾀﾞｽﾀｼﾞｱﾑそば）

5/5 土

261 野球振興 3
ちゅーピーくらぶ
カープ野球塾

中国新聞社
カープの元選手（OB）による野球教室「ちゅーピーくらぶ　カープ野球塾」を開催。
初めて野球をする初心者でも、もっと野球がうまくなりたい経験者でも、小中学生なら男女問わず、誰でも参加可能。
授業内容として、キャッチボール、打撃、投球、守備などを行う。

野球塾会場
（ﾏﾂﾀﾞｽﾀｼﾞｱﾑそば）

5/6 日

262 野球振興 3
ちゅーピーくらぶ
カープ野球塾

中国新聞社
カープの元選手（OB）による野球教室「ちゅーピーくらぶ　カープ野球塾」を開催。
初めて野球をする初心者でも、もっと野球がうまくなりたい経験者でも、小中学生なら男女問わず、誰でも参加可能。
授業内容として、キャッチボール、打撃、投球、守備などを行う。

野球塾会場
（ﾏﾂﾀﾞｽﾀｼﾞｱﾑそば）

6/2 土
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263 野球振興 3
ちゅーピーくらぶ
カープ野球クリニック

中国新聞社
普段野球に取組んでいる小学4年生から中学3年生までを対象に、カープＯＢ講師陣が直接指導。小人数制でバッ
ティングやピッチング、守備など野球技術の向上を目指す。

野球クリニック会場
（ﾏﾂﾀﾞｽﾀｼﾞｱﾑそば）

6/22 金

264 野球振興 3
ちゅーピーくらぶ
カープ野球塾

中国新聞社
カープの元選手（OB）による野球教室「ちゅーピーくらぶ　カープ野球塾」を開催。
初めて野球をする初心者でも、もっと野球がうまくなりたい経験者でも、小中学生なら男女問わず、誰でも参加可能。
授業内容として、キャッチボール、打撃、投球、守備などを行う。

野球塾会場
（ﾏﾂﾀﾞｽﾀｼﾞｱﾑそば）

6/23 土

265 野球振興 3
ちゅーピーくらぶ
カープ野球クリニック

中国新聞社
普段野球に取組んでいる小学4年生から中学3年生までを対象に、カープＯＢ講師陣が直接指導。小人数制でバッ
ティングやピッチング、守備など野球技術の向上を目指す。

野球クリニック会場
（ﾏﾂﾀﾞｽﾀｼﾞｱﾑそば）

7/13 金

266 野球振興 3
ちゅーピーくらぶ
カープ野球塾

中国新聞社
カープの元選手（OB）による野球教室「ちゅーピーくらぶ　カープ野球塾」を開催。
初めて野球をする初心者でも、もっと野球がうまくなりたい経験者でも、小中学生なら男女問わず、誰でも参加可能。
授業内容として、キャッチボール、打撃、投球、守備などを行う。

野球塾会場
（ﾏﾂﾀﾞｽﾀｼﾞｱﾑそば）

7/14 土

267 野球振興 3
ちゅーピーくらぶ
カープ野球塾

中国新聞社
カープの元選手（OB）による野球教室「ちゅーピーくらぶ　カープ野球塾」を開催。
初めて野球をする初心者でも、もっと野球がうまくなりたい経験者でも、小中学生なら男女問わず、誰でも参加可能。
授業内容として、キャッチボール、打撃、投球、守備などを行う。

野球塾会場
（ﾏﾂﾀﾞｽﾀｼﾞｱﾑそば）

7/21 土

268 野球振興 3
ちゅーピーくらぶ
カープ野球クリニック

中国新聞社
普段野球に取組んでいる小学4年生から中学3年生までを対象に、カープＯＢ講師陣が直接指導。小人数制でバッ
ティングやピッチング、守備など野球技術の向上を目指す。

野球クリニック会場
（ﾏﾂﾀﾞｽﾀｼﾞｱﾑそば）

8/10 金

269 野球振興 3
ちゅーピーくらぶ
カープ野球塾

中国新聞社
カープの元選手（OB）による野球教室「ちゅーピーくらぶ　カープ野球塾」を開催。
初めて野球をする初心者でも、もっと野球がうまくなりたい経験者でも、小中学生なら男女問わず、誰でも参加可能。
授業内容として、キャッチボール、打撃、投球、守備などを行う。

野球塾会場
（ﾏﾂﾀﾞｽﾀｼﾞｱﾑそば）

8/11 土

270 野球振興 3
由宇町カープ
ウエスタンフェスタ

広島東洋カープ由宇協力会
由宇町観光協会
岩国西商工会

由宇練習場において地域団体を対象としたイベントを実施。
試合後、地元尐年野球チームへの野球教室を行う。

由宇練習場
＜阪神戦＞

8/18 土

271 野球振興 3
ちゅーピーくらぶ
カープ野球塾

中国新聞社
カープの元選手（OB）による野球教室「ちゅーピーくらぶ　カープ野球塾」を開催。
初めて野球をする初心者でも、もっと野球がうまくなりたい経験者でも、小中学生なら男女問わず、誰でも参加可能。
授業内容として、キャッチボール、打撃、投球、守備などを行う。

野球塾会場
（ﾏﾂﾀﾞｽﾀｼﾞｱﾑそば）

8/19 日

272 野球振興 3
ちゅーピーくらぶ
カープ野球塾

中国新聞社
カープの元選手（OB）による野球教室「ちゅーピーくらぶ　カープ野球塾」を開催。
初めて野球をする初心者でも、もっと野球がうまくなりたい経験者でも、小中学生なら男女問わず、誰でも参加可能。
授業内容として、キャッチボール、打撃、投球、守備などを行う。

野球塾会場
（ﾏﾂﾀﾞｽﾀｼﾞｱﾑそば）

9/2 日

273 野球振興 3
ちゅーピーくらぶ
カープ野球クリニック

中国新聞社
普段野球に取組んでいる小学4年生から中学3年生までを対象に、カープＯＢ講師陣が直接指導。小人数制でバッ
ティングやピッチング、守備など野球技術の向上を目指す。

野球クリニック会場
（ﾏﾂﾀﾞｽﾀｼﾞｱﾑそば）

9/3 月
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274 野球振興 3
ちゅーピーくらぶ
カープ野球クリニック

中国新聞社
普段野球に取組んでいる小学4年生から中学3年生までを対象に、カープＯＢ講師陣が直接指導。小人数制でバッ
ティングやピッチング、守備など野球技術の向上を目指す。

野球クリニック会場
（ﾏﾂﾀﾞｽﾀｼﾞｱﾑそば）

9/21 金

275 野球振興 3
ちゅーピーくらぶ
カープ野球塾

中国新聞社
カープの元選手（OB）による野球教室「ちゅーピーくらぶ　カープ野球塾」を開催。
初めて野球をする初心者でも、もっと野球がうまくなりたい経験者でも、小中学生なら男女問わず、誰でも参加可能。
授業内容として、キャッチボール、打撃、投球、守備などを行う。

野球塾会場
（ﾏﾂﾀﾞｽﾀｼﾞｱﾑそば）

9/22 祝・土

276 野球振興 3
ちゅーピーくらぶ
カープ野球クリニック

中国新聞社
普段野球に取組んでいる小学4年生から中学3年生までを対象に、カープＯＢ講師陣が直接指導。小人数制でバッ
ティングやピッチング、守備など野球技術の向上を目指す。

野球クリニック会場
（ﾏﾂﾀﾞｽﾀｼﾞｱﾑそば）

10/5 金

277 野球振興 3
ちゅーピーくらぶ
カープ野球塾

中国新聞社
カープの元選手（OB）による野球教室「ちゅーピーくらぶ　カープ野球塾」を開催。
初めて野球をする初心者でも、もっと野球がうまくなりたい経験者でも、小中学生なら男女問わず、誰でも参加可能。
授業内容として、キャッチボール、打撃、投球、守備などを行う。

野球塾会場
（ﾏﾂﾀﾞｽﾀｼﾞｱﾑそば）

10/6 土

278 野球振興 3
ちゅーピーくらぶ
カープ野球クリニック

中国新聞社
普段野球に取組んでいる小学4年生から中学3年生までを対象に、カープＯＢ講師陣が直接指導。小人数制でバッ
ティングやピッチング、守備など野球技術の向上を目指す。

野球クリニック会場
（ﾏﾂﾀﾞｽﾀｼﾞｱﾑそば）

11/9 金

279 野球振興 3
ちゅーピーくらぶ
カープ野球塾

中国新聞社
カープの元選手（OB）による野球教室「ちゅーピーくらぶ　カープ野球塾」を開催。
初めて野球をする初心者でも、もっと野球がうまくなりたい経験者でも、小中学生なら男女問わず、誰でも参加可能。
授業内容として、キャッチボール、打撃、投球、守備などを行う。

野球塾会場
（ﾏﾂﾀﾞｽﾀｼﾞｱﾑそば）

11/10 土

280 野球振興 3
ちゅーピーくらぶ
カープ野球塾

中国新聞社
カープの元選手（OB）による野球教室「ちゅーピーくらぶ　カープ野球塾」を開催。
初めて野球をする初心者でも、もっと野球がうまくなりたい経験者でも、小中学生なら男女問わず、誰でも参加可能。
授業内容として、キャッチボール、打撃、投球、守備などを行う。

野球塾会場
（ﾏﾂﾀﾞｽﾀｼﾞｱﾑそば）

11/25 日

281 野球振興 3
ちゅーピーくらぶ
カープ野球クリニック

中国新聞社
普段野球に取組んでいる小学4年生から中学3年生までを対象に、カープＯＢ講師陣が直接指導。小人数制でバッ
ティングやピッチング、守備など野球技術の向上を目指す。

野球クリニック会場
（ﾏﾂﾀﾞｽﾀｼﾞｱﾑそば）

11/26 月

282 野球振興 3
Doスポーツ体育指導者
招へい事業

広島市教育委員会
安北小学校

広島市教育委員会が実施する事業へ協力。小学校へ選手を派遣し野球教室を開催。
安北小学校６年（１０４名）対象

広島市安佐南区
安北小学校

11/29 木

283 野球振興 3
Doスポーツ体育指導者
招へい事業

広島市教育委員会
落合東小学校

広島市教育委員会が実施する事業へ協力。小学校へ選手を派遣し野球教室を開催。
落合東小学校６年（７１名）対象

広島市安佐北区
落合小学校

11/29 木

284 野球振興 3
Doスポーツ体育指導者
招へい事業

広島市教育委員会
倉掛小学校

広島市教育委員会が実施する事業へ協力。小学校へ選手を派遣し野球教室を開催。
倉掛小学校５・６年（７０名）対象

広島市安佐北区
倉掛小学校

11/29 木
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285 野球振興 3
Doスポーツ体育指導者
招へい事業

広島市教育委員会
三篠小学校

広島市教育委員会が実施する事業へ協力。小学校へ選手を派遣し野球教室を開催。
三篠小学校６年（１１８名）対象

広島市西区
三篠小学校

11/30 金

286 野球振興 3
Doスポーツ体育指導者
招へい事業

広島市教育委員会
戸坂小学校

広島市教育委員会が実施する事業へ協力。小学校へ選手を派遣し野球教室を開催。
戸坂小学校５年（１３９名）対象

広島市東区
戸坂小学校

11/30 金

287 野球振興 3
第３回清流旗争奪尐年野球
大会　野球教室

南観音学区体育協会
南観マリナーズスポーツ尐年団

地域の尐年野球大会会場へ選手を派遣。こども達への野球教室を実施。
参加選手２名：戸田、磯村

草津球場 12/2 日

288 野球振興 3
2012びんごちゅーピー
カープ野球教室

中国新聞 備後本社
備後地区の小学生を対象に開かれる野球教室へ選手派遣。
参加選手４名：鈴木、中村憲、池ノ内、申

竹ｹ端運動公園野球
場

12/2 日

289 野球振興 3
ちゅーピーくらぶ
カープ野球クリニック

中国新聞社
普段野球に取組んでいる小学4年生から中学3年生までを対象に、カープＯＢ講師陣が直接指導。小人数制でバッ
ティングやピッチング、守備など野球技術の向上を目指す。

野球クリニック会場
（ﾏﾂﾀﾞｽﾀｼﾞｱﾑそば）

12/7 金

290 野球振興 3
ちゅーピーくらぶ
カープ野球塾

中国新聞社
カープの元選手（OB）による野球教室「ちゅーピーくらぶ　カープ野球塾」を開催。
初めて野球をする初心者でも、もっと野球がうまくなりたい経験者でも、小中学生なら男女問わず、誰でも参加可能。
授業内容として、キャッチボール、打撃、投球、守備などを行う。

野球塾会場
（ﾏﾂﾀﾞｽﾀｼﾞｱﾑそば）

12/8 土

291 野球振興 3
由宇町スポーツ尐年団野球
チーム　卒業生送別試合

広島東洋カープ由宇協力会
広島東洋カープ由宇協力会がある岩国市由宇町の尐年野球チーム卒業生送別試合に際し、試合会場として由宇練
習場を貸出し。

由宇練習場 12/15 土

292 野球振興 3 ＪＡ共済尐年野球教室 ＪＡ共済
こども達を対象に開かれる野球教室講師として選手を派遣。
参加選手５名：廣瀬、迎、野村、庄司、磯村

ｺｶｺｰﾗｳｴｽﾄ広島
野球場

12/15 土

293 野球振興 3
ちゅーピーくらぶ
カープ野球塾

中国新聞社
カープの元選手（OB）による野球教室「ちゅーピーくらぶ　カープ野球塾」を開催。
初めて野球をする初心者でも、もっと野球がうまくなりたい経験者でも、小中学生なら男女問わず、誰でも参加可能。
授業内容として、キャッチボール、打撃、投球、守備などを行う。

野球塾会場
（ﾏﾂﾀﾞｽﾀｼﾞｱﾑそば）

12/16 日

294 スポーツ振興 4
東日本大震災復興支援ベー
スボールマッチ

日本野球機構
プロ野球１２球団

東日本大震災復興支援の一環として開催される大会。大会収益金のなかから義援金として被災地へ寄付。
侍ジャパン（日本代表）メンバーに栗原選手選出され出場。

東京ドーム 3/10 土

295 スポーツ振興 4
「復刻モデルユニフォームセッ
ト」チャリティーオークション

監督、コーチ、選手が着用して戦った復刻モデルユニフォームと帽子・スパイクのセットなどのチャリティーオークション
を実施。
オークションの売上金は経費をのぞいて尐年野球の振興へ役立てる。

マツダスタジアム 9/25～10/8
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会場
タイトル 関 係 先コード

実施日

実  施　詳　細
No 内　　容区　分

296 スポーツ振興 4
カープ杯尐年ソフトボール大
会

岩国西商工会 由宇球場のある、由宇町の子供たちが参加する行事開催にあたり、由宇球場を無料貸出し。 由宇練習場 12/9 日

297 スポーツ振興 4
第17回広島県スポーツ振興
テャリティーゴルフ大会前夜祭

広島県スポーツ振興チャリティーゴ
ルフ大会実行委員会

広島県のスポーツ振興のため、カープのほか、サンフレッチェ広島、プロゴルファー、競輪、競艇など地元プロスポー
ツ選手たちも協力し開催するゴルフ大会。
前夜祭で行われるチャリティーオークションへ選手グッズ提供。

リーガロイヤルホテル 12/10 月

298 スポーツ振興 4
第17回広島県スポーツ振興
テャリティーゴルフ大会

広島県スポーツ振興チャリティーゴ
ルフ大会実行委員会

広島県のスポーツ振興のため、カープのほか、サンフレッチェ広島、プロゴルファー、競輪、競艇など地元プロスポー
ツ選手たちも協力し開催するゴルフ大会。
多くの選手が参加し、大会をＰＲ．

広島カンツリー倶楽部 12/11 火

299 スポーツ振興 4
第１回中国・四国地区日本プ
ロ野球OBクラブチャリティーコ
ンペ

公益社団法人全国野球振興会
青尐年のスポーツ育成のためのチャリティーゴルフ大会へ協力。
選手が参加するほか、チャリティーオークションへ選手グッズ提供

鷹ノ巣ゴルフクラブ 12/18 火

300 スポーツ振興 4
ラジオ・チャリティ・ミュージック
ソン特番

中国放送
ＲＣＣラジオ

視覚障害者のためのテャリティラジオ番組へ選手出演し、啓発効果拡大を図る。
募金を呼び掛け、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。
参加選手２名：岩本、磯村

ゆめタウン広島 12/24 土

301 観光ＰＲ 5 スイセンファンタジー2012 国営備北丘陵公園

庄原市にある国営備北丘陵公園にて開催されるイベントＰＲヘ協力。
スイセンを鑑賞できる西日本一の規模を誇る“ｽｲｾﾝﾌｧﾝﾀｼﾞｰ2012”についてマツダスタジアム大型ビジョンにて告知。
開催期間中、試合日において、来場者へ向けたＰＲを行う。
（開催期間　2012年3月17日～4月15日）

マツダスタジアム
＜ヤクルト戦＞

3/10～ 土

302 観光ＰＲ 5
（庄原市）備北丘陵公園内 新
施設ＰＲ

備北丘陵公園管理センター
庄原市にある国営備北丘陵公園内に、2012年4月21日「いこいの森」がグランドオープン。
オープン前日の試合日に、来場者へ向け大型ビジョンでＰＲ

マツダスタジアム
＜中日戦＞

4/20 金

303 観光ＰＲ 5
市町村ＰＲ隊
「福山市」

福山市
試合前、試合中に、ビジョンにて観光宣伝。
かば広場にて特産品販売を実施。

マツダスタジアム
＜ヤクルト戦＞

4/21 土

304 観光ＰＲ 5
市町村ＰＲ隊
「福山市」

第9回海フェスタ実行委員会
試合前、試合中に、ビジョンにて観光宣伝。
かば広場にて海フェスタのPRを実施。

マツダスタジアム
＜ヤクルト戦＞

4/21 土

305 観光ＰＲ 5
「第26回全国菓子大博覧会・
広島」ＰＲ

第26回全国菓子大博覧会・広島実
行委員会事務局

2013年春に広島で開催される「第26回全国菓子大博覧会・広島」＜ひろしま菓子博２０１３＞をＰＲするため、かば広
場に特設ブースを設置。
関係者による始球式も行い、幅広いＰＲを行う。

マツダスタジアム
＜ヤクルト戦＞

4/30 祝・月

306 観光ＰＲ 5
市町村ＰＲ隊
「周防大島観光協会」

周防大島観光協会
試合前、試合中に、ビジョンにて観光宣伝。来場者へ温泉ペア入場券を抽選プレゼント。
かば広場にて周防大島の観光PRを実施。

マツダスタジアム
＜中日戦＞

5/11 金
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会場
タイトル 関 係 先コード

実施日

実  施　詳　細
No 内　　容区　分

307 観光ＰＲ 5
市町村ＰＲ隊
「竹原市」

竹原市
試合前、試合中に、ビジョンにて観光宣伝。
かば広場にて竹原市の特産品販売、竹パーゴラにて竹細工作品の展示を実施。

マツダスタジアム
＜中日戦＞

5/13 日

308 観光ＰＲ 5
市町村ＰＲ隊
「府中市」

府中市
試合前、試合中に、ビジョンにて観光宣伝。
かば広場にて府中市の特産品販売を実施。

マツダスタジアム
＜楽天戦＞

5/16 水

309 観光PR 5 ご当地グルメフェア
5月16日（水）～6月10日（日）交流戦の期間限定で全国の「ご当地グルメフェア」を実施。
北海道や宮城など各地の味を来場者に楽しんでいただく。

マツダスタジアム 5/16～

310 観光ＰＲ 5
市町村ＰＲ隊
「島根県」

島根県
試合前、試合中に、ビジョンにて観光宣伝。来場者へ入場券セットを抽選プレゼント。
かば広場にて府中市の特産品販売を実施。

マツダスタジアム
＜ロッテ戦＞

5/27 日

311 観光PR 5 ハワイアンナイト

広島県・ハワイ州友好提携15周年協賛事業としてハワイアンナイトを実施。
「かば広場」にてハワイアンバンド「マノアＤＮＡ」による生演奏を開催。ハワイ州観光局・ハワイアン航空による観光Ｐ
Ｒも行う。
ハワイ州議会上院議員 ブライアン・タニグチ 様による始球式も行う。

マツダスタジアム
（西武戦）

5/31 木

312 観光ＰＲ 5
市町村ＰＲ隊
「長門市」

長門市
試合前、試合中に、ビジョンにて観光宣伝。来場者へ鶏卵せんべい・パンフレットをプレゼント。
かば広場にて長門市の特産品販売を実施。

マツダスタジアム
＜巨人戦＞

6/26 火

313 観光ＰＲ 5
「第26回全国菓子大博覧会・
広島」ＰＲ

第26回全国菓子大博覧会・広島実
行委員会事務局

2013年春に広島で開催される「第26回全国菓子大博覧会・広島」＜ひろしま菓子博２０１３＞をＰＲするため、かば広
場に特設ブースを設置。
関係者による始球式も行い、幅広いＰＲを行う。

マツダスタジアム
＜巨人戦＞

6/27 水

314 観光ＰＲ 5
市町村ＰＲ隊
「広島県商工会連合会」

広島県商工会連合会 試合前、試合中に、ビジョンにて観光宣伝。来場者へ応援うちわ・花の種をプレゼント。
マツダスタジアム

＜巨人戦＞
6/28 木

315 観光ＰＲ 5
市町村ＰＲ隊
「島根県」

島根県
試合前、試合中に、ビジョンにて観光宣伝。来場者へ館バッチ・応援うちわをプレゼント。
石見和牛肉カレー・えごませんべいを20名様に抽選でプレゼント。かば広場にて島根県の特産品販売、砂銀とり体験
を実施。

マツダスタジアム
＜巨人戦＞

7/6 金

316 観光ＰＲ 5
市町村ＰＲ隊
「広島ブロック協議会地域の
たから発信委員会」

広島ブロック協議会地域の
たから発信委員会

試合前、試合中に、ビジョンにて観光宣伝。
石見和牛肉カレー・えごませんべいを20名様に抽選でプレゼント。かば広場にて広島県のお菓子の試食を実施。（試
合開始より300食限定）

マツダスタジアム
＜中日戦＞

7/16 祝・月

317 観光ＰＲ 5
市町村ＰＲ隊
「江田島」

江田島PR隊
試合前、試合中に、ビジョンにて観光宣伝。来場者1000名様へタウン情報誌を配布。
能見島バラと江田島カキを10名様に抽選プレゼント。かば広場にて江田島市の特産品販売を実施。

マツダスタジアム
＜中日戦＞

7/16 祝・月
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会場
タイトル 関 係 先コード

実施日

実  施　詳　細
No 内　　容区　分

318 観光ＰＲ 5
市町村ＰＲ隊
「山口県美祢市」

山口県美祢市観光協会

試合前、試合中に、ビジョンにて観光宣伝。かば広場にてパンフレット・3洞内1洞半額券・サファリランド入園半額券
1000部を配布。
三洞周遊共通チケット・サファリランド無料ご招待券を10名様ずつに抽選でプレゼント。
かば広場にて山口県美祢市とサファリランドの観光PRを実施。

マツダスタジアム
＜中日戦＞

7/17 火

319 観光ＰＲ 5
市町村ＰＲ隊
「北九州市」

北九州市
試合前、試合中に、ビジョンにて観光宣伝。来場者1000名様へミニタオルをプレゼント。
北九州市特産セットを10名様に抽選プレゼント。かば広場にて北九州市の特産品販売と観光PRを実施。

マツダスタジアム
＜中日戦＞

7/18 水

320 観光ＰＲ 5
市町村ＰＲ隊
「奥出雲町」

奥出雲町観光協会
試合前、試合中に、ビジョンにて観光宣伝。来場者1300名様へ応援うちわをプレゼント。
奥出雲仁多米(2kg)を10名様に抽選プレゼント。かば広場にて奥出雲町の特産品販売と観光PRを実施。（特産品購入
者にはガラポンくじ）

マツダスタジアム
＜巨人戦＞

7/27 金

321 観光ＰＲ 5 庄原市特産品販売 庄原市観光協会連合会
庄原こどもミュージカルのマツダスタジアム出演に合わせ、かば広場において庄原市特産品販売も実施。来場者へ向
け、より一層の庄原市ＰＲを図る。

マツダスタジアム
＜阪神戦＞

8/4 土

322 観光ＰＲ 5
市町村ＰＲ隊
「北広島町」

北広島町
試合前、試合中に、ビジョンにて観光宣伝。北広島町豊平そばセットを10名様に抽選プレゼント。
かば広場にて北広島町の特産品販売と観光PR、水の試飲を実施。
（特産品購入者を対象に温泉入浴券やグッズが当たる抽選会あり）

マツダスタジアム
＜DeNA戦＞

8/21 火

323 観光ＰＲ 5
市町村ＰＲ隊
「広島県央商工会」

広島県央商工会
試合前、試合中に、ビジョンにて観光宣伝。地域特産品4点セットを20名様に抽選プレゼント。
かば広場にて特産品販売と観光PRを実施。

マツダスタジアム
＜DeNA戦＞

8/21 火

324 観光ＰＲ 5
市町村ＰＲ隊
「下関市」

山口県下関市
試合前、試合中に、ビジョンにて観光宣伝。来場者1000名様へ下関銘菓 厳流焼をプレゼント。
かば広場にて下関市の特産品販売と観光PRを実施。

マツダスタジアム
＜DeNA戦＞

8/22 水

325 観光ＰＲ 5

「プチひろしま菓子博inマツダ
スタジアム」
※第26回全国菓子大博覧会・
広島ＰＲ

第26回全国菓子大博覧会・広島
実行委員会事務局

2013年春に広島で開催される「第26回全国菓子大博覧会・広島」＜ひろしま菓子博２０１３＞をＰＲするため、かば広
場に特設ブースを設置。
関係者による始球式も行い、幅広いＰＲを行う。

マツダスタジアム
＜阪神戦＞

8/25～8/26 土・日

326 観光ＰＲ 5
市町村ＰＲ隊
「岩国市」

山口県岩国市
試合前、試合中に、ビジョンにて観光宣伝。来場者1000名様へ応援うちわをプレゼント。
かば広場にて北九州市の特産品販売と観光PRを実施。

マツダスタジアム
＜中日戦＞

9/14 金

327 観光ＰＲ 5
2012三次市民
カープ応援隊ツアー

三次市産業部商工観光課
三次市民８００名が観戦。三次市大型観光キャンペーンを実施。
特産品販売のほか、ビジョンによるＰＲ、来場者への特産品抽選プレゼントなどで三次市への観光誘致を図る。

マツダスタジアム
＜中日戦＞

9/15 土

328 観光PR 5
史上最大のグルメ大作戦！
「韓国グルメフェスティバル」

駐広島大韓民国総領事館
中国放送

地元広島だけでなく東京からも韓国料理のお店が出店し、来場者の方々に韓国グルメを楽しんでいただく。 マツダスタジアム 9/15～１７ 土～月
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会場
タイトル 関 係 先コード

実施日

実  施　詳　細
No 内　　容区　分

329 観光ＰＲ 5
市町村ＰＲ隊
「竹原市」

竹原市
試合前、試合中に、ビジョンにて観光宣伝。来場者1000名様へコラボクリアファイルを配布。かば広場にて竹原市の
特産品販売と観光PRを実施。

マツダスタジアム
＜中日戦＞

9/16 日

330 観光ＰＲ 5
市町村ＰＲ隊
「中国・四国地区農協青壮年
組織協議会」

中国・四国地区農協青壮年組織協
議会

試合前、試合中に、ビジョンにて観光宣伝。来場者１０００名様へ中国四国産の農産物をプレゼント。
中国四国産の特産品を２０名様に抽選プレゼント。

マツダスタジアム
＜ヤクルト戦＞

9/18 火

331 観光ＰＲ 5 たけはら憧憬の路
竹原市
竹原市竹工芸振興協会

竹原市の町並み保存地区一帯で毎年開催される竹灯籠から溢れるろうそくの灯りで町並みを幻想的にライトアップす
るイベント「町並み竹灯り～たけはら憧憬の路」をライト側コンコース新設イベントスペースに再現。

マツダスタジアム 9/18～9/19 火・水

332 観光ＰＲ 5
市町村ＰＲ隊
「島根県」

島根県

試合前、試合中に、ビジョンにて観光宣伝。
出雲焼きさば寿しと安来のいいもの詰合せセットを20名様に抽選プレゼント。
来場者７５０名様へ応援うちわをプレゼント。
かば広場にて特産品販売と観光PRを実施。

マツダスタジアム
＜巨人戦＞

9/25 火

333 観光ＰＲ 5
市町村ＰＲ隊
「山口観光コンベンション協
会」

山口観光コンベンション協会
試合前、試合中に、ビジョンにて観光宣伝。
徳佐リンゴを20名様に抽選プレゼント。
かば広場にて特産品販売と観光PRを実施。

マツダスタジアム
＜巨人戦＞

9/25 火

334 観光ＰＲ 5 九州三湯 味めぐり
湯布院・広島ｶｰﾌﾟ支援
交流事業団
由布院観光総合事務所

かば広場にて特産品販売実施。大分県由布院温泉、熊本県杖立温泉、佐賀県武雄温泉 ３地区合同のＰＲを行う。
来場者への先着・抽選ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄや、大型ﾋﾞｼﾞｮﾝを使ってのＰＲも行う。

マツダスタジアム
＜巨人戦＞

9/26 水

335 観光ＰＲ 5
市町村ＰＲ隊
「ながと路観光連絡協議会」

ながと路観光連絡協議会
試合前、試合中に、ビジョンにて観光宣伝。
来場者２０００名様へ応援うちわをプレゼント。
かば広場にて特産品販売と観光PRを実施。

マツダスタジアム
＜巨人戦＞

9/27 木

336 観光ＰＲ 5
市町村ＰＲ隊
「南九州３県合同キャンペー
ン」

南九州３県合同キャンペーン

試合前、試合中に、ビジョンにて観光宣伝。
特産品詰合せを１０名様に抽選プレゼント。
来場者１０００名様へ応援うちわをプレゼント。
竹パーゴラにて観光PRを実施。

マツダスタジアム
＜巨人戦＞

9/27 木

337 観光ＰＲ 5
市町村ＰＲ隊
「島根県」

島根県
試合前、試合中に、ビジョンにて観光宣伝。松江フォーゲルパーク ペア無料招待券を２０名様に抽選プレゼント。
来場者２５０名様へ応援うちわをプレゼント。かば広場にて観光PRを実施。
松江フォーゲルパークより、ケープペンギン来場。

マツダスタジアム
＜阪神戦＞

9/30 日

338 観光ＰＲ 5
市町村ＰＲ隊
「山形県」

山形県
試合前、試合中に、ビジョンにて観光宣伝。
山形県産 つや姫を２０名様に抽選プレゼント。
かば広場にて観光PR、つや姫の試食、ミニゲームを実施。

マツダスタジアム
＜阪神戦＞

9/30 日
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