
会場

1 啓発活動 1
「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。
派遣選手（1名）：菊池選手

広島駅南口
地下イベント広場

1/13 日

2 啓発活動 1
献血デー
『献血は、愛のアクション！
 ～LOVE in Action～』

広島県赤十字血液センター
日本赤十字社広島県支部

【雤天中止】
大型ビジョン：丸選手による献血の呼びかけVTR放送
かば広場：日本赤十字によるパネル展示・防災グッズ展示などを実施（雤天中止）
抽選プレゼント：10名様へ「ゴルフバージョンけんけつちゃん」（雤天中止）
5回裏終了：けんけつちゃん、血液センター新人職員がスラィリーとCCダンス（雤天中止）
場外：正面３塁側入場券売場付近にて、献血の実施（実施）、献血テント横にて応急救護
実演（雤天中止）

マツダスタジアム
＜中日戦＞

4/6
【中止】

土

3 啓発活動 1
「森を育てるナイター電力
カーボンオフセット」
記念セレモニー

マツダ スタジアムのナイター照明によって排出される二酸化炭素(カーボン)を、県営林の
森林吸収量でオフセット(埋め合わせ)する取組みを記念して開催されるセレモニー

マツダスタジアム
＜中日戦＞

4/27 土

4 啓発活動 1 ピンクリボン　記者会見
ﾌﾞﾚｽﾄｹｱ･ﾋﾟﾝｸﾘﾎﾞﾝｷｬﾝﾍﾟｰﾝ
in 広島実行委員会

「ピンクリボンdeカープ」の実施にあたり、記者会見を開催。
参加選手（4名）：前田健太選手・河内選手・久本選手・今井選手

マツダ スタジアム
グラウンド内

5/13 月

5 啓発活動 1
ピンクリボン de カープ
in 呉

ﾌﾞﾚｽﾄｹｱ･ﾋﾟﾝｸﾘﾎﾞﾝｷｬﾝﾍﾟｰﾝ
in 広島実行委員会

乳がんの早期発見、早期治療を啓発。
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。
協力：監督・コーチ・選手・審判がピンクリボンワッペン着用
その他にもマンモグラフィ検診体験、自己検診学習コーナー、呉商業高等学校による5回
裏終了時のパフォーマンスなど、様々なイベントを実施

呉二河野球場
＜オリックス戦＞

5/17 金

6 啓発活動 1 ピンクリボン de カープ
ﾌﾞﾚｽﾄｹｱ･ﾋﾟﾝｸﾘﾎﾞﾝｷｬﾝﾍﾟｰﾝ
in 広島実行委員会

乳がんの早期発見、早期治療を啓発。今年7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。
始球式：乳がん体験者を対象に選定
贈呈式：花束の贈呈。乳がん体験者を対象に選定
協力：監督・コーチ・選手・審判がピンクリボンワッペン着用、全職員がビラ章着用
その他にもマンモグラフィ検診体験、自己検診学習コーナー、安田女子大学生による5回
裏終了時のパフォーマンスなど、様々なイベントを実施

マツダスタジアム
＜オリックス戦＞

5/18 土

7 啓発活動 1 NASVA イベント
独立行政法人
自動車事故対策機構

ナスバ認知度向上のため実施。
かば広場：ナスバネット等診断システム体験（動体視力・安全運転診断）
体験者へ、タオルやエコバックをプレゼント。お子様には「こども免許証」をプレゼント
来場者プレゼント：2,000名様へ「応援うちわ」

マツダスタジアム
＜楽天戦＞

5/25 土

8 啓発活動 1
ピンクリボン de カープ
in 尾道

ﾌﾞﾚｽﾄｹｱ･ﾋﾟﾝｸﾘﾎﾞﾝｷｬﾝﾍﾟｰﾝ
in 広島実行委員会

乳がんの早期発見、早期治療を啓発。
マンモグラフィ検診体験：試合観戦者で希望者の中から25名を受付し実施。
協力：監督・コーチ・選手・審判がピンクリボンワッペン着用
乳がんについて学ぶコーナー：約500名にパンフレット配布
乳がんモデル触診コーナー：約300名が実施
ピンクリボンコーナー：協賛グッズの販売

しまなみ球場
＜ロッテ戦＞

6/6 木

9 啓発活動 1
車いす席来場者
20,000人達成記念

2009年球場オープン以来、車いす席来場者が20,000人を達成。
20.000人目の来場者へ選手から記念品（カープグッズ）を贈呈。手渡し。
参加選手（1名）：上本選手

マツダスタジアム
＜巨人戦＞

6/22 土

10 啓発活動 1
防災フェア
in マツダ スタジアム

国土交通省
地震やゲリラ豪雤などの自然災害に備え、実際に災害の恐ろしさを体験する。
スィートエントランス付近：降雤体験機、起震車、浸水脱出体験機による体験コーナー
かば広場：浸水脱出体験機の設置・大州雤水貯留池やハザードマップの紹介

マツダスタジアム
＜ヤクルト戦＞

6/22 土

11 啓発活動 1
ピース フォー ピース ひろしま
×　ピース・アーチ・ひろしま

広島ホームテレビ
かば広場：イベントブースの設置（ピース・フォト・メッセージ撮影・ひと筆プロジェクトなど）
5回裏終了時：山陽女学園の生徒によるバトン＆マーチングバンド披露
来場：広島県マスコット「ブンカッキー」と「ゆっぴー」、広島テレビマスコット「ピッピ」

マツダスタジアム
＜ヤクルト戦＞

6/23 日

カープ球団の地域貢献活動

実施日

〔参考資料２〕
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12 啓発活動 1 クリーンカープ
広島県　環境政策課
環境活動推進クﾞルｰフﾟ

毎月第1土曜日を「ひろしま環境の日」と定めており、広島県民に地球環境保全に向けた
意識を高めてもらおうと取り組んでいる。計250名でマツダ スタジアムやＪＲ広島駅周辺で
ごみ拾いをした後、試合観戦へご招待。

マツダスタジアム
＜阪神戦＞

7/6 土

13 啓発活動 1 マツダ福祉車両贈呈式 マツダ株式会社

5月12日対中日戦でマツダスタジアム累計来場者数が700万人を達成。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。
贈呈式参加：堂林選手

マツダスタジアム
＜阪神戦＞

7/7 日

14 啓発活動 1 カンナロードプロジェクト 大州小学校

被爆からたったひと月余りで花を咲かした「カンナ」は、現在人々の記憶から忘れ去られ
つつある。
『希望をつなぐ真っ赤なカンナのリレー！』活動が広がっており、大州小学校はカンナ大使
校としてカンナを栽培してきた。このたび大州小学校からマツダ スタジアムまでの約1.5km
の道端にカンナを植えた。
カンナは8月ごろに赤い花を咲かせる予定。

7/9 火

15 啓発活動 1
2013 赤い羽根×カープ
コラボＴシャツ募金

社会福祉法人
広島県共同募金会

赤い羽根共同募金が「赤い羽根×カープ コラボＴシャツ募金」を実施。
Ｔシャツの売上の一部は、共同募金として、広島の町をよくする活動に使われる。
Ｔシャツ募金にご協力いただいた100名様が、9月3日の中日戦に招待される。
（Tシャツ＠2,500）

【応募期間】7/17(水)～ 7/17～ 水

16 啓発活動 1 人権啓発活動
広島市、広島県
人権啓発活動
ネットワーク協議会

来場者プレゼント：オリジナルホルダー
大型ビジョン：人権の大切さを伝えるPR映像放映
外野グラウンド：横断幕を掲げたＣＣダンスで啓発パフォーマンス
来場：人権イメージキャラクターの「人KENまもる君」「人KENあゆみちゃん」

マツダスタジアム
＜DeNA戦＞

7/30 火

17 啓発活動 1
第42回
全国消防救助技術大会PR

広島市消防局
広島市消防局の救助隊員による消防救助技術のデモンストレーション。
ライト・レフトグラウンドより、「斜めブリッジ線降下訓練」実施。（17:50～）

マツダスタジアム
＜DeNA戦＞

7/31 水

18 啓発活動 1 ピースナイター2013 生協ひろしま

球場全体で平和の願いを表す。平和市長会議のカラーである緑色を基調にした「ピース
ポスター」を掲げて球場全体をグリーンに染める。原爆ドームの高さ25ｍに座る方々は赤
色のピースポスターを掲げ、「ピースライン」を表現する。
始球式：吉川晃司 氏（アーティスト）
5回裏終了時：吉川晃司 氏が「イマジン」を披露（伴奏は「被爆ピアノ）
来場者プレゼント：ピースポスター
プロムナード入口横の広場：ピースキャンドル、とうろう流し

マツダスタジアム
＜阪神戦＞

8/6 火

19 啓発活動 1
「2013年 国際平和ポスター
コンテスト」作品展示

毎年世界中のライオンズクラブが、地域の学校及び青年グループで後援されている「ライ
オンズ平和ポスターコンテスト」。広島市立大州小学校5・6年生の児童96名が【平和都市
広島】から絵画を通して平和を考え、表現した作品でコンテストに参加している。
その作品をマツダ スタジアム内に展示。
場所：コンコースグッズショップ周辺イベントスペース

マツダ スタジアム 9/14～19 土

20 啓発活動 1
2013+E30
赤い羽根×カープ
コラボゲーム

社会福祉法人
広島県共同募金会
みづま工房

広島県共同募金会の活動ついて、幅広い理解と協力を求めるため今年で5回目の開催。
来場者プレゼント：10,000名様へ「赤い羽根カープ坊やステッカー」
5回裏：赤い羽根共同募金会のメンバーよるCCダンス
かば広場：共同募金会の活動紹介パネルの展示、「コラボＴシャツ」販売
「赤い羽根の水」注文受付
その他：ユニフォームの袖部分に「赤い羽根シール」を着用して試合を行う。
「赤い羽根ベース」を試合中に使用、「赤い羽根コラボＴシャツ」を当日の練習着として使用
※後日サインと入れ、オークションを開催する。

マツダスタジアム
＜巨人戦＞

9/14 土

21 啓発活動 1
「がん検診へ行こうよ」
inマツダ スタジアム

広島県

がん検診への関心を高めるため行われます。
広島県がん検診啓発特使であるデーモン閣下が来場し、始球式を務める。
来場者プレゼント：3,000名様へ「がん検診啓発チラシ・メモ帳セット」
かば広場：啓発コーナー、パネル展示、乳がん自己触診

マツダスタジアム
＜巨人戦＞

9/15 日



会場 実施日
No コード タイトル 関 係 先 内　　容

実  施　詳　細
区　分

22 啓発活動 1
リレー・フォー・ライフ・ジャパ
ン
2013 広島

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・ジャパン2013広島」開催。
提供品：キャラクターグッズ　計100点（参加者への記念品として）
その他にハイクオリティーユニフォームの購入もされており、サインを入れてチャリティ
オークションへ出品する。

広島市立
広島特別支援学校

9/15～16

23 啓発活動 1
「世界最大折り鶴レイ」の塔
展示

一般社団法人広島青年会議
所

【9/4（水）中日戦の振替】
ギネス世界記録に認定された世界一長い折り鶴のレイ（7,000メートル/4.2メートル）で制
作した塔をマツダ スタジアム　正面に展示。
広島の街から一番のものを創り出し、世界に向けて広く発信することを目的としている。

マツダスタジアム
＜阪神戦＞

9/18 水

24 啓発活動 1 めざせ！殺処分ゼロ 行進
ＮＰＯ法人　犬猫みなしご救
援隊
ピースワンコ・ジャパン

殺処分されてしまうところ助けられた犬40匹と里親のみなさまが来場。
5回裏終了後に外野グラウンドを行進する。

マツダスタジアム
＜阪神戦＞

9/19 木

25 啓発活動 1
「いじめ見逃しゼロ
県民運動」への協力

新潟県教育庁義務教育課
「いじめ見逃しゼロ県民運動」への協力として、ポスターに選手を掲載することを許可。
選手：今井選手（新潟県出身）

10/2～ 水

26 啓発活動 1 第40回 あしながＰウォーク10
第40回あしながＰウォーク10
実行委員会

開会式での自己紹介やスピーチをはじめ、記念撮影などを実施。
派遣選手（1名）：上村選手

アリスガーデン広場 11/10 日

27 啓発活動 1
ヒューマンフェスタ2013
in 府中町

マツダ株式会社
府中町人権推進室

「一日人権擁護委員」を委嘱され、人権についてのトークショー実施。
派遣選手（1名）：木村選手

安芸府中
生涯学習センター

「くすのきプラザ」2階
11/24 日

28 啓発活動 1
レッドリボンキャンペーン
in 広島 2013

広島県
クイズ大会をはじめ、トークショーやサイン会や握手会などへ参加。
派遣選手（1名）：中村（憲）選手

アリスガーデン 12/7 土

29 啓発活動 1
ヒューマンフェスタ2013
ひろしま

広島法務局
広島県・広島市
（代理店：朔広告）

一日人権擁護委員委嘱式をはじめ、徳ショーやサイン会などへ参加。
派遣選手（2名）：安部選手、庄司選手

ＮＴＴクレドホール
（基町クレド11階）、
シャレオ中央広場

12/8 日

30 啓発活動 1
メイクアウィッシュ
ヒロシマチャリティー
リレーラン2013

メイクアウィッシュ
オブジャパン広島支部

スターターとしてリレーへ参加。参加者と一緒に2kmコースを走る。
派遣選手（1名）：高橋選手

広島広域公園
 （ビッグアーチ）

12/23 月・祝

31 啓発活動 1
ＲＣＣラジオチャリティ
ミュージックソン

RCC（中国放送）
トークショーへ参加。
派遣選手（2名）：久本選手、中東選手

ゆめタウン広島 12/24 火

32 啓発活動 1
広島刑務所へ
使用済みユニフォーム贈呈

2002年にも行っており、使い込んで古くなったため30着新しく贈呈することとなる。
所内での更生プログラム等に使用する。
派遣選手（1名）：久本選手

広島刑務所 12/26 木

33 地域交流 2 がんばれカープ応援デー
ショッピングモールでのトークショーへ選手派遣。
派遣選手（2名）：岩本選手・土生選手

アルパーク東棟2階
時計の広場

1/5 土

34 地域交流 2 新入団選手紹介写真展 カルピオ
カルピオベースボールギャラリーにて新入団選手を紹介する写真展を開催。
移籍選手・新外国人選手の紹介も合わせて行う。

カルピオ
ﾍﾞｰｽﾎﾞｰﾙｷﾞｬﾗﾘｰ2階

1/11～2/22 金

35 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
行事内のイベント「ビンゴ大会」
提供品：キャラクターグッズ　計4点（大会の景品として）

広島アンデルセン 1/17 木

36 地域交流 2 職業講話 岩国市由宇中学校

岩国市由宇中学校は、生徒の自己実現を図るためのキャリア教育の一環として、１年生
を対象に「職業講話」を実施している。カープから講師を派遣。
派遣講師：元二軍監督　山崎隆造氏
講話対象者：中学校１年生（計73名）

岩国市由宇中学校 1/25 金

37 地域交流 2
第12回
おおたけカキ水産まつり

おおたけカキ水産まつり
実行委員会

会場内ステージへの出演の他、会場内牡蠣販売ブースへも登場し、来場者へ牡蠣をＰ
Ｒ。
派遣選手（3名）：梵選手・梅津選手・岸本選手

大竹市晴海臨海公園 1/27 日

38 地域交流 2
東京広島県人会総会＆
新春懇親パーティー

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としている。
参加者：約1,100名
協賛品：キャラクターグッズ　計22点

東京ドームホテル 1/31 木



会場 実施日
No コード タイトル 関 係 先 内　　容

実  施　詳　細
区　分

39 地域交流 2
第16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（男性）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。
協賛：大会プログラムへ広告掲載（58mm×98mm）

庄原市高野町
高野スポーツ広場

2/2・3 土・日

40 地域交流 2

2013年度ｶｰﾌﾟﾌｧﾝ倶楽部
会員限定ｲﾍﾞﾝﾄ
「日南春季ｷｬﾝﾌﾟ特別見学
会」

2013年度カープファンクラブ倶楽部会員限定イベントを実施。
春季キャンプ期間中全5回実施（第1回目）
練習見学：外野芝エリア・3塁ファールボールエリア・サブグラウンド・1塁側ベンチ前など
記念撮影：堂林選手・エルドレッド選手
昼食：選手食堂で選手と同じランチメニューを提供

日南市営天福球場 2/7 木

41 地域交流 2

2013年度ｶｰﾌﾟﾌｧﾝ倶楽部
会員限定ｲﾍﾞﾝﾄ
「日南春季ｷｬﾝﾌﾟ特別見学
会」

2013年度カープファンクラブ倶楽部会員限定イベントを実施。
春季キャンプ期間中全5回実施（第2回目）
練習見学：外野芝エリア・3塁ファールボールエリア・サブグラウンド・1塁側ベンチ前など
記念撮影：野村監督・栗原選手
昼食：選手食堂で選手と同じランチメニューを提供

日南市営天福球場 2/8 金

42 地域交流 2

2013年度ｶｰﾌﾟﾌｧﾝ倶楽部
会員限定ｲﾍﾞﾝﾄ
「日南春季ｷｬﾝﾌﾟ特別見学
会」

2013年度カープファンクラブ倶楽部会員限定イベントを実施。
春季キャンプ期間中全5回実施（第3回目）
練習見学：外野芝エリア・3塁ファールボールエリア・サブグラウンド・1塁側ベンチ前など
記念撮影：丸選手・岩本選手
昼食：選手食堂で選手と同じランチメニューを提供

日南市営天福球場 2/9 土

43 地域交流 2

2013年度ｶｰﾌﾟﾌｧﾝ倶楽部
会員限定ｲﾍﾞﾝﾄ
「日南春季ｷｬﾝﾌﾟ特別見学
会」

2013年度カープファンクラブ倶楽部会員限定イベントを実施。
春季キャンプ期間中全5回実施（第4回目）
練習見学：外野芝エリア・3塁ファールボールエリア・サブグラウンド・1塁側ベンチ前など
記念撮影：天谷選手・野村選手
昼食：選手食堂で選手と同じランチメニューを提供

日南市営天福球場 2/10 日

44 地域交流 2

2013年度ｶｰﾌﾟﾌｧﾝ倶楽部
会員限定ｲﾍﾞﾝﾄ
「日南春季ｷｬﾝﾌﾟ特別見学
会」

2013年度カープファンクラブ倶楽部会員限定イベントを実施。
春季キャンプ期間中全5回実施（第5回目）
練習見学：外野芝エリア・3塁ファールボールエリア・サブグラウンド・1塁側ベンチ前など
記念撮影：丸選手・松山選手・木村選手
昼食：選手食堂で選手と同じランチメニューを提供

日南市営天福球場 2/11 月

45 地域交流 2 日南キャンプ写真展 カルピオ
カルピオベースボールギャラリーにて日南キャンプの様子を28枚の写真で展示。
併せて展示した写真の一部はポスターとしても販売。

カルピオ
ﾍﾞｰｽﾎﾞｰﾙｷﾞｬﾗﾘｰ2階

2/25～3/25 月

46 地域交流 2
広島東洋カープ選手と中・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・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。
主催団体が参加者へ記念品としてプレゼントする色紙（150枚）へサインの協力。
参加：約150名の学生
選手(13名)：福井選手・野村選手・中田選手・戸田選手・白濱選手・堂林選手・菊池選手・
松本選手・安部選手・下水流選手・松山選手・鈴木選手・丸選手

広島縮景園 3/8 金

47 地域交流 2
勝ちグセ。
鯉×恋フェスティバル

広島ホームテレビ
球場探検スタンプラリー・お楽しみ抽選会・来場者プレゼント・始球式参加チャンスアピー
ルタイムなど、様々なイベントを実施。広島ホームテレビの主催で行う。

マツダスタジアム
＜DeNA戦＞

3/9 土

48 地域交流 2 マイタウンオーケストラ広響 広島交響楽団
広島交響楽団が公演する演奏会。
広島東洋カープからスラィリー、サンフレッチェ広島からフレッチェちゃんが参加。

アステールプラザ
大ホール

3/15 金

49 地域交流 2 かーぱくん新デビュー
ライト側コンコースの「かば広場」に、カープ浮上カバ『かーぱくん』が新しくなって登場。
昨年度のかーぱくんとは違い、口を大きく開けての登場。

マツダスタジアム 3/20～ 水・祝

50 地域交流 2 カープトリックランド

プロムナード入口付近のイベントスペースとその壁面に不思議な３Ｄアートが描かれた
「カープトリックランド」が登場。壁面には「ライオン」「恐竜」「ワニ」「かば」「ドラゴン」が描
かれている。床面の「胴上げ」「空飛ぶじゅうたん」「ウインターフォール」は試合開催日の
みとなる。入場料無料で、楽しく撮影をしていただく。

マツダスタジアム
場外

3/20～ 水・祝

51 地域交流 2 2013 カープフェスティバル RCC（中国放送）
芸能人による始球式・九人キャッチボール・スタジアムＤＪの登場・商品券などのプレゼン
トタイムなど、様々なイベントを実施。中国放送の主催で行う。

マツダスタジアム
＜ソフトバンク戦＞

3/24 日

52 地域交流 2 竹原市　「竹トンネル」 竹原市竹工芸振興協会
センター側コンコースバックスクリーン裏に今シーズンも「竹トンネル」が登場。
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
＜ソフトバンク戦＞

3/24～ 日



会場 実施日
No コード タイトル 関 係 先 内　　容

実  施　詳　細
区　分

53 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。
銘板取付けや、花束の贈呈式・始球式を行う。
銘板取付け：今年度ドラフト入団選手が参加（二軍帯同者のみ）
花束の贈呈式・始球式：由西小学校今春卒業児童による

由宇練習場
＜阪神戦＞

3/26 火

54 地域交流 2
2013 春
われらのカープ写真展

福屋　広島駅前店
福屋　広島駅前店1階イベントスペースマルチの広場においてカープ写真展を開催。
日南キャンプ中の監督、選手の写真を中心にパネル展示。
展示終了後には、写真パネルのプレゼントあり。

福屋　広島駅前店
1階イベントスペース

3/28～4/5 木

55 地域交流 2
カープ地元開幕戦
オープニングセレモニー

広島県広島市
大分県湯布院町
Ｍｅｂｉｕｓ(メビウス）
ひろしま菓子博2013実行委
員会

カープ地元開幕戦オープニングセレモニーとして、松井市長による始球式・「ゆふいん源
流太鼓」による太鼓の生演奏・広島県出身姉妹デュオ「Mebius(メビウス)」による国歌斉
唱・「ひろしま菓子博2013」のＰＲなどを行う。

マツダスタジアム
＜ヤクルト戦＞

4/2 火

56 地域交流 2 フラワーバスケット設置 ㈱西尾園芸
ライト側イベントスペース入口付近に、10種類から15種類の草花を飾ったフラワーバス
ケットを設置。四季折々の草花を飾る予定。

マツダスタジアム
＜ヤクルト戦＞

4/2～ 火

57 地域交流 2 2013 FIGHT TO THE WORLD マツダ株式会社
広島県のホームページ等から選定した優れた技術を持つ企業の技術者を観戦招待す
る。
招待企業：マツダ株式会社　（※内野指定席Aへ招待）

マツダスタジアム
＜ヤクルト戦＞

4/3 水

58 地域交流 2 2013 FIGHT TO THE WORLD ヒロテック株式会社
広島県のホームページ等から選定した優れた技術を持つ企業の技術者を観戦招待す
る。
招待企業：ヒロテック株式会社

マツダスタジアム
＜ヤクルト戦＞

4/4 木

59 地域交流 2 2013 FIGHT TO THE WORLD 富士機械工業株式会社
広島県のホームページ等から選定した優れた技術を持つ企業の技術者を観戦招待す
る。
招待企業：富士機械工業株式会社

マツダスタジアム
＜DeNA戦＞

4/16 火

60 地域交流 2 ジュラシックスタジアム
正面ゲート・ライト側コンコースイベントスペースにて「ジュラシックスタジアム」を開催。
「アロサウルス」や「ティラノサウルス」などが迫力満点のリアルな動きで見る人を圧倒させ
る。子どもからお年寄りまで、時を超えた空間をお楽しみいただく。

マツダスタジアム
＜DeNA戦・巨人戦＞

4/16～21

61 地域交流 2
「カープ×漫画家」
コラボ企画　始球式1

漫画家：田中 宏 氏 「カープ×漫画家」コラボレーション企画で大活躍された漫画家の先生が始球式に登場。
マツダスタジアム

＜DeNA戦＞
4/17 水

62 地域交流 2
「カープ×漫画家」
コラボ企画　始球式2

漫画家：野村 宗弘 氏 「カープ×漫画家」コラボレーション企画で大活躍された漫画家の先生が始球式に登場。
マツダスタジアム

＜DeNA戦＞
4/18 木

63 地域交流 2 2013 FIGHT TO THE WORLD 株式会社勝矢和裁
広島県のホームページ等から選定した優れた技術を持つ企業の技術者を観戦招待す
る。
招待企業：株式会社勝矢和裁

マツダスタジアム
＜DeNA戦＞

4/18 木

64 地域交流 2 コンコース人形 第1弾 IKIコーポレーション ライト側コンコースに「ＣＣダンスを踊る売り子のおねえさん」のオブジェが登場。 マツダスタジアム 4/25～ 木

65 地域交流 2 2013 FIGHT TO THE WORLD 早川ゴム株式会社
広島県のホームページ等から選定した優れた技術を持つ企業の技術者を観戦招待す
る。
招待企業：早川ゴム株式会社

マツダスタジアム
＜中日戦＞

4/27 土

66 地域交流 2
第1回 由宇町カープ
ウエスタンフェスタ2013

広島東洋カープ由宇協力会
由宇町観光協会

由宇練習場への来場者を対象としたイベント。
試合開始前に、選手4名による握手会を実施。（2名ずつの交代制）

由宇練習場
ウエスタン・リーグ

＜阪神戦＞
5/3 金

67 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

“マツダZoom-Zoomひろば”へ参加。ステージへスラィリーが出演。
チャリティビンゴゲーム大会賞品として選手のサイン入りグッズを提供。
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。

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 金・祝

68 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

“マツダZoom-Zoomひろば”へ参加。ステージへ選手をスラィリーが出演。
チャリティビンゴゲーム大会賞品として選手のサイン入りグッズを提供。
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）：戸田選手・武内選手・辻選手・山野選手・下流水選手（16：15～17：00）

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）
5/4 土・祝



会場 実施日
No コード タイトル 関 係 先 内　　容

実  施　詳　細
区　分

69 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

“マツダZoom-Zoomひろば”へ参加。ステージへスラィリーが出演。
チャリティビンゴゲーム大会賞品として選手のサイン入りグッズを提供。
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。

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）
5/5 日・祝

70 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。ラグジュアリーフロア・スィートルームを使用。

マツダスタジアム
＜中日戦＞

5/10 金

71 地域交流 2 第1回 カープ赤ちゃん写真展
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。
また、合わせて「カープ赤ちゃん撮影会」も実施。最大11名の撮影する。
撮影した赤ちゃんの写真は、第3回カープ赤ちゃん写真展にて展示する。

マツダスタジアム
＜中日戦＞

5/10
5/11
5/12

金
土
日

72 地域交流 2
Ｐ３ HIROSHIMA
春の招待事業

広島交響楽団
サンフレッチェ広島

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三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：県内在住ご家族5組。
5回裏終了：スラィリーとのＣＣダンス
記念品：参会者へカープキャラクターグッズ提供（自家消費）

マツダスタジアム
＜中日戦＞

5/11 土

73 地域交流 2 カープファミリー撮影会
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

赤ちゃん写真展の会場内に、選手が記者会見を行う会場を再現。球団旗を背景に、家族
写真を撮影できる。写真はオリジナルホルダーに入れて、その場で受渡し。

マツダスタジアム
＜中日戦＞

5/11
5/12

土
日

74 地域交流 2 平成25年度 えびす商工祭り 広島東洋カープ由宇協力会
岩国市由宇町内にて開催されるお祭り
提供品：キャラクターグッズ　計69点（抽選会景品として）

由宇町内 5/12 日

75 地域交流 2 2013 FIGHT TO THE WORLD 株式会社白鳳堂
広島県のホームページ等から選定した優れた技術を持つ企業の技術者を観戦招待す
る。
招待企業：株式会社白鳳堂

マツダスタジアム
＜ソフトバンク戦＞

5/15 水

76 地域交流 2 東京アカシア会 春季懇親会 東京アカシア会
東京アカシア会（広島大学附属中学校・高等学校同窓会の名称）からの商品提供依頼。
提供品：キャラクターグッズ　計27点（景品として）

スクワール麹町 5/19 日

77 地域交流 2 コンコース人形 第2弾 IKIコーポレーション
ライト側コンコースに「カープうどんを食べるおじさん」のオブジェが登場。（7/6～15は夏休
み）

マツダスタジアム 5/24～

78 地域交流 2 若侍会戦茶屋 上田流和風堂

上田流のお点前を披露し、茶道部所属の大学生と協力してお茶を振る舞う。
開門後来場者200名にお茶券を無料配布。4回実施し、各回50名招待。
実施：①11:30～　②12:00～　③12:30～　④13:00～
場所：ルネサンスグッズショップ奥側スペース

マツダスタジアム
＜楽天戦＞

5/26 日

79 地域交流 2
勝ちグセ。カープ応援
女子大生招待デー

広島ホームテレビ
広島ホームテレビより200名の女子大生が外野指定席に招待。
５回裏終了時：女子大生と「勝ちグセ。娘」、「ぽるぽる」がＣＣダンス

マツダスタジアム
＜楽天戦＞

5/26 日

80 地域交流 2 2013 FIGHT TO THE WORLD 株式会社サタケ

【雤天中止】
広島県のホームページ等から選定した優れた技術を持つ企業の技術者を観戦招待す
る。
招待企業：株式会社サタケ

マツダスタジアム
＜日ハム戦＞

5/28 火

81 地域交流 2 2013 FIGHT TO THE WORLD 株式会社シブヤ
広島県のホームページ等から選定した優れた技術を持つ企業の技術者を観戦招待す
る。
招待企業：株式会社シブヤ

マツダスタジアム
＜日ハム戦＞

5/29 水

82 地域交流 2
2013年度ｶｰﾌﾟﾌｧﾝ倶楽部
会員限定ｲﾍﾞﾝﾄ
「極赤番記者」

2013年度カープファン倶楽部会員の方々を対象とした「極赤番記者」を実施。
マツダ スタジアムで開催のウエスタン・リーグ試合へ招待し、試合終了後に、その試合で
活躍した選手2名へなんでもインタビューできるという企画。定員は30名。全7日程行われ
る。
参加選手：鈴木（誠）選手・庄司選手

マツダスタジアム
ウエスタン・リーグ
＜ソフトバンク戦＞

5/31 金

83 地域交流 2
2013年度ｶｰﾌﾟﾌｧﾝ倶楽部
会員限定ｲﾍﾞﾝﾄ
「極赤番記者」

2013年度カープファン倶楽部会員の方々を対象とした「極赤番記者」を実施。
マツダ スタジアムで開催のウエスタン・リーグ試合へ招待し、試合終了後に、その試合で
活躍した選手2名へなんでもインタビューできるという企画。定員は30名。全7日程行われ
る。
参加選手：中崎選手・土生選手

マツダスタジアム
ウエスタン・リーグ
＜ソフトバンク戦＞

6/1 土



会場 実施日
No コード タイトル 関 係 先 内　　容

実  施　詳　細
区　分

84 地域交流 2
カープ＆日本航空(JAL)
絵画コンテスト

日本航空㈱広島支店

ジュニアカープ会員を対象「広島東洋カープ＆日本航空（JAL）」絵画コンテストを実施。
最優秀作品に選ばれた方1名様には、第4回JALナイターでの始球式をプレゼント。
そのご家族の皆様は、内野自由席へご招待。
対象者：小学1～6年生の2013年度ジュニアカープ会員

【応募期間】
6/1(土)～6/10(月)

6/1～ 土

85 地域交流 2
第2回
北海道広島県人会総会及び
懇親パーティー

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ている。
協賛品：選手用具、キャラクターグッズ　計10点（景品として）

札幌ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ 6/2 日

86 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
広島市教育委員会とカープ球団が協力し、スタジアム施設見学（無料）を実施。
大州小学校 2・4年生徒（98名）・引率5名、計103名来場。

マツダスタジアム 6/3 月

87 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

楠那小学校
広島市教育委員会とカープ球団が協力し、スタジアム施設見学（無料）を実施。
楠那小学校 3年生徒（58名）・引率3名、計61名来場。

マツダスタジアム 6/3 月

88 地域交流 2
「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
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打撃練習終了後１塁側選手ベンチ前にて行う。
参加選手2名：河内選手、中東選手
贈呈役：子ども5名（保護者5名）

マツダスタジアム
＜ロッテ戦＞

6/5 水

89 地域交流 2 2013 FIGHT TO THE WORLD 中国化薬株式会社
広島県のホームページ等から選定した優れた技術を持つ企業の技術者を観戦招待す
る。
招待企業：中国化薬株式会社

マツダスタジアム
＜ロッテ戦＞

6/5 水

90 地域交流 2
広島交響楽団
設立50周年記念グッズ

広島交響楽団

広島交響楽団とカープがコラボレーションしたTシャツと鉛筆を製作・販売。
広島交響楽団コンサート会場内での販売を通じ、来場者の増加を図る。
（サンフレッチェ広島は、Jリーグ規約による販売店数の制限があるため対応が困難）
制作・販売：広島交響楽団

【販売期間】
H25/6/7～H26/5/31

6/7～ 金

91 地域交流 2
2013
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469名が「2013三次市民カープ応援隊ツアー」として団体観戦。
始球式・贈呈式：三次市市長・市議会議長・三次市が選定した１名
5回裏終了時：三次市無形民俗文化財「沖江田楽」披露(46名)
かば広場・レフト側コンコース：三次市特産品販売
その他にビジョンによる三次市のPRや来場者プレゼントなど

マツダスタジアム
＜西武戦＞

6/8 土

92 地域交流 2
近畿広島県人会
創立130周年記念総会
「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：約350～400名
提供品：キャラクターグッズ　計92点（参加者へのお土産、福引大会景品として）

ホテル
大阪ベイタワー

6/9 日

93 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。
提供品：キャラクターグッズ　計27点（抽選会の景品として）
※別でグッズの購入もされている。

庄原グランドホテル 6/12 水

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

亀崎小学校
広島市教育委員会とカープ球団が協力し、スタジアム施設見学（無料）を実施。
亀崎小学校 5年生徒（46名）・引率3名、計49名来場。

マツダスタジアム 6/12 水

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

美鈴が丘中学校
広島市教育委員会とカープ球団が協力し、スタジアム施設見学（無料）を実施。
美鈴が丘中学校 2年生徒（89名）・引率6名、計95名来場。

マツダスタジアム 6/12 水

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

畑賀小学校
広島市教育委員会とカープ球団が協力し、スタジアム施設見学（無料）を実施。
畑賀小学校 6年生徒（42名）・引率3名、計45名来場。

マツダスタジアム 6/13 木

97 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

神崎小学校
広島市教育委員会とカープ球団が協力し、スタジアム施設見学（無料）を実施。
神崎小学校 6年生徒（52名）・引率4名、計56名来場。

マツダスタジアム 6/14 金



会場 実施日
No コード タイトル 関 係 先 内　　容

実  施　詳　細
区　分

98 地域交流 2 竹原高校文化祭 広島県立竹原高等学校
竹原高校文化祭にて、郷土に対して愛着を持つ心を育むために「カープを応援しよう！」
企画を開催。カープに関する様々な物を展示予定。カープグッズ（直筆サインボール）を提
供。

竹原高校 6/15 土

99 地域交流 2
第2回
カープ赤ちゃん写真展

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
＜ヤクルト戦＞

6/21
6/22
6/23

金
土
日

100 地域交流 2 2013 FIGHT TO THE WORLD クニヒロ株式会社
広島県のホームページ等から選定した優れた技術を持つ企業の技術者を観戦招待す
る。
招待企業：クニヒロ株式会社

マツダスタジアム
＜ヤクルト戦＞

6/22 土

101 地域交流 2 カープファミリー撮影会
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

赤ちゃん写真展の会場内に、選手が記者会見を行う会場を再現。球団旗を背景に、家族
写真を撮影できる。写真はオリジナルホルダーに入れて、その場で受渡し。

マツダスタジアム
＜ヤクルト戦＞

6/22
6/23

土
日

102 地域交流 2 2013 FIGHT TO THE WORLD
株式会社
ナカタ・マックコーポレーション

広島県のホームページ等から選定した優れた技術を持つ企業の技術者を観戦招待す
る。
招待企業：株式会社ナカタ・マックコーポレーション

マツダスタジアム
＜ヤクルト戦＞

6/23 日

103 地域交流 2 2013 FIGHT TO THE WORLD 豊国工業株式会社
広島県のホームページ等から選定した優れた技術を持つ企業の技術者を観戦招待す
る。
招待企業：豊国工業株式会社

マツダスタジアム
＜巨人戦＞

6/25 火

104 地域交流 2 2013 FIGHT TO THE WORLD テラル株式会社
広島県のホームページ等から選定した優れた技術を持つ企業の技術者を観戦招待す
る。
招待企業：テラル株式会社

マツダスタジアム
＜巨人戦＞

6/26 水

105 地域交流 2 メモリアル始球式2013

子ども達による「メモリアル始球式2013」を11試合実施。
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・3塁側S指定席5名様招待の豪華賞品をプレゼント。

マツダスタジアム
＜巨人戦＞

6/26 水

106 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

尾長小学校
広島市教育委員会とカープ球団が協力し、スタジアム施設見学（無料）を実施。
尾長小学校 2年生徒（112名）・引率12名、計124名来場。

マツダスタジアム 6/28 金

107 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

梅林小学校(A)
広島市教育委員会とカープ球団が協力し、スタジアム施設見学（無料）を実施。
梅林小学校(A) 3年生徒（53名）・引率2名、計55名来場。

マツダスタジアム 6/28 金

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

梅林小学校(B)
広島市教育委員会とカープ球団が協力し、スタジアム施設見学（無料）を実施。
梅林小学校(B) 3年生徒（53名）・引率3名、計56名来場。

マツダスタジアム 6/28 金

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

伴東小学校
広島市教育委員会とカープ球団が協力し、スタジアム施設見学（無料）を実施。
伴東小学校 3年生徒（69名）・引率3名、計72名来場。

マツダスタジアム 6/28 金

110 地域交流 2
第2回　由宇町カープ
ウエスタンフェスタ2013

広島東洋カープ由宇協力会
由宇町観光協会

由宇練習場への来場者を対象としたイベント。
試合終了後に、先着150名様へ選手のサイン入り色紙をプレゼント。

由宇練習場
＜阪神戦＞

6/29 土

111 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
広島市教育委員会とカープ球団が協力し、スタジアム施設見学（無料）を実施。
早稲田小学校 3年生徒（71名）・引率3名、計74名来場。

マツダスタジアム 7/1 月

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

尾長小学校
広島市教育委員会とカープ球団が協力し、スタジアム施設見学（無料）を実施。
尾長小学校 4年生徒（112名）・引率17名、計129名来場。

マツダスタジアム 7/1 月

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

深田小学校
広島市教育委員会とカープ球団が協力し、スタジアム施設見学（無料）を実施。
深田小学校 5年生徒（67名）・引率3名、計70名来場。

マツダスタジアム 7/1 月



会場 実施日
No コード タイトル 関 係 先 内　　容

実  施　詳　細
区　分

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

五日市観音小学校
広島市教育委員会とカープ球団が協力し、スタジアム施設見学（無料）を実施。
五日市観音小学校 5年生徒（100名）・引率5名、計105名来場。

マツダスタジアム 7/2 火

115 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

尾長小学校
広島市教育委員会とカープ球団が協力し、スタジアム施設見学（無料）を実施。
尾長小学校 5年生徒（120名）・引率10名、計130名来場。

マツダスタジアム 7/2 火

116 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
広島市教育委員会とカープ球団が協力し、スタジアム施設見学（無料）を実施。
可部小学校 3年生徒（132名）・引率6名、計138名来場。

マツダスタジアム 7/3 水

117 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

安西中学校
広島市教育委員会とカープ球団が協力し、スタジアム施設見学（無料）を実施。
安西中学校 1年生徒（134名）・引率31名、計165名来場。

マツダスタジアム 7/3 水

118 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

比治山小学校
特別支援学級

広島市教育委員会とカープ球団が協力し、スタジアム施設見学（無料）を実施。
比治山小学校 特別支援学級 3年生徒（112名）・引率6名、計118名来場。

マツダスタジアム 7/4 木

119 地域交流 2 マツダカープエンジョイデー マツダ株式会社
始球式：マツダ㈱にて選定
5回裏終了時：マツダ車「アテンザ」のグラウンド走行
来場者プレゼント：6,000名様へ「カープ応援うちわ」

マツダスタジアム
＜阪神戦＞

7/7 日

120 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
広島市教育委員会とカープ球団が協力し、スタジアム施設見学（無料）を実施。
皆実小学校 5年生徒（114名）・引率6名、計120名来場。

マツダスタジアム 7/10 水

121 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

深川小学校
広島市教育委員会とカープ球団が協力し、スタジアム施設見学（無料）を実施。
深川小学校 6年生徒（82名）・引率3名、計85名来場。

マツダスタジアム 7/10 水

122 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

広島市教育委員会とカープ球団が協力し、スタジアム施設見学（無料）を実施。
早稲田小学校 特別支援学級 生徒（4名）・引率2名、計6名来場。

マツダスタジアム 7/11 木

123 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

尾長小学校
広島市教育委員会とカープ球団が協力し、スタジアム施設見学（無料）を実施。
尾長小学校 3年生徒（132名）・引率7名、計139名来場。

マツダスタジアム 7/11 木

124 地域交流 2 2013 FIGHT TO THE WORLD キングパーツ株式会社
広島県のホームページ等から選定した優れた技術を持つ企業の技術者を観戦招待す
る。
招待企業：キングパーツ株式会社

マツダスタジアム
＜中日戦＞

7/15 月・祝

125 地域交流 2 2013 FIGHT TO THE WORLD デルタ工業株式会社
広島県のホームページ等から選定した優れた技術を持つ企業の技術者を観戦招待す
る。
招待企業：デルタ工業株式会社

マツダスタジアム
＜中日戦＞

7/17 水

126 地域交流 2 広島県・広島市 合同応援 広島県・広島市

広島県・広島市の職員等有志が一緒になってカープの応援をすることにより、広島市だけ
でなく、広島県全体での積極的な応援の輪を広げ、市民の財産である広島東洋カープの
一層の奮起やプロスポーツの振興によるまちの活力創出につなげることを目的としてい
る。
参加者：広島県知事、広島市長、広島県議会議長、広島市議会議長ほか広島市役所・
広島県庁関係者約1,600名
始球式：松井一實 広島市長（投手）、湯崎英彦 広島県知事（審判）
贈呈式：広島県議会議長「瀬戸田みかん」、広島市議会議長「花束」
5回裏終了後：安芸ひろしま武将隊によるCCダンス
来場者プレゼント：ステッカー、パンフレット

マツダスタジアム
＜中日戦＞

7/17 水

127 地域交流 2 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、野球殿堂入りを果たしたOBの外木場義郎氏、大
野豊氏の現役時代を中心とした40枚の写真やコラムなどの写真展を開催。
ポスター・ポストカードの販売を同時に行う。

カルピオ
ﾍﾞｰｽﾎﾞｰﾙｷﾞｬﾗﾘｰ2階

7/19～8/15 金



会場 実施日
No コード タイトル 関 係 先 内　　容

実  施　詳　細
区　分

128 地域交流 2 赤くまのレットくん
メインゲート付近に赤いシロクマ「赤くまのレットくん」のオブジェが登場。
野生の白くまとほぼ同じ大きさのレットくんは、上をめざして戦うカープと共にいつも上を向
いている。高さ210cm。（7/26～8/29、9/14～16の公式戦実施日）

マツダスタジアム 7/26～ 金

129 地域交流 2 メモリアル始球式2013

子ども達による「メモリアル始球式2013」を11試合実施。
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・3塁側S指定席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＞

7/26 金

130 地域交流 2 2013 FIGHT TO THE WORLD カイハラ工業株式会社
広島県のホームページ等から選定した優れた技術を持つ企業の技術者を観戦招待す
る。
招待企業：カイハラ株式会社

マツダスタジアム
＜ヤクルト戦＞

7/27 土

131 地域交流 2 メモリアル始球式2013

子ども達による「メモリアル始球式2013」を11試合実施。
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・3塁側S指定席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＞

7/27 土

132 地域交流 2
庄原デー
（庄原こどもミュージカルPR
パフォーマンス）

庄原こどもミュージカル実行委員会

10/20（日）庄原市民会館にて公演される「星の王子さま」ミュージカルをＰＲ
始球式：王子さま役　1名（アシスタント：キツネ・パイロット）
試合前・5回終了：外野グラウンドにてダンス披露
寄贈：「星の王子さま」コラボＴシャツ　200枚
提供：キャラクターグッズ　計465点　　　（その他にも熱中症対策協力など）

マツダスタジアム
＜ヤクルト戦＞

7/28 日

133 地域交流 2 「カープ ミニ新幹線」走行

ＪＲ西日本監修のもと製造された、のぞみＮ700系の「カープ　ミニ新幹線」登場。
マツダ スタジアムのプロムナードを試合日に運行する。
料金：1回300円（2歳以下は大人1名につき1名無料）
定員：12名（大人は最大6名）
走行距離・時間：500m、約6分間（8回裏終了）
コース：メインゲート付近～プロムナード～登り口（プロムナード往復）

マツダスタジアム
＜DeNA戦＞

7/30～ 火

134 地域交流 2 2013 FIGHT TO THE WORLD 三建産業株式会社
広島県のホームページ等から選定した優れた技術を持つ企業の技術者を観戦招待す
る。
招待企業：三建産業株式会社

マツダスタジアム
＜DeNA戦＞

7/30 火

135 地域交流 2
ASA Zoo-Zoo
スタジアム 広島～ふれあい
広場

広島市安佐動物園公園
企画広報

動植物ふれあい特設会場には、安佐動物公園・広島市植物公園・広島市森林公園こん
ちゅう館から来場する動物や昆虫、植物に触ることのできるコーナーを「かば広場」に設
置。

マツダスタジアム
＜DeNA戦＞

7/30 火

136 地域交流 2
中国新聞社企画
「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。
ベンチでの練習観戦や、選手が使用している野球道具を手にとり触れてみるなど。
小・中学生と保護者のペアが対象で、各試合20組40人（計120組240人）で実施。

マツダスタジアム
＜DeNA戦＞

7/30 火

137 地域交流 2 2013 FIGHT TO THE WORLD 株式会社テクシード
広島県のホームページ等から選定した優れた技術を持つ企業の技術者を観戦招待す
る。
招待企業：株式会社テクシード

マツダスタジアム
＜DeNA戦＞

7/31 水

138 地域交流 2
中国新聞社企画
「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。
ベンチでの練習観戦や、選手が使用している野球道具を手にとり触れてみるなど。
小・中学生と保護者のペアが対象で、各試合20組40人（計120組240人）で実施。

マツダスタジアム
＜DeNA戦＞

7/31 水

139 地域交流 2 メモリアル始球式2013

子ども達による「メモリアル始球式2013」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・3塁側S指定席5名様招待の豪華賞品をプレゼント。

マツダスタジアム
＜DeNA戦＞

7/31 水

140 地域交流 2 2013 FIGHT TO THE WORLD ヒロホー株式会社
広島県のホームページ等から選定した優れた技術を持つ企業の技術者を観戦招待す
る。
招待企業：ヒロホー株式会社

マツダスタジアム
＜DeNA戦＞

8/1 木



会場 実施日
No コード タイトル 関 係 先 内　　容

実  施　詳　細
区　分

141 地域交流 2
中国新聞社企画
「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。
ベンチでの練習観戦や、選手が使用している野球道具を手にとり触れてみるなど。
小・中学生と保護者のペアが対象で、各試合20組40人（計120組240人）で実施。

マツダスタジアム
＜DeNA戦＞

8/1 木

142 地域交流 2
マツダ
オールスターゲーム2013
チャリティーオークション

一般社団法人
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2013に出場した監督、コーチ、選手計70名、出場審判員6名が
試合で着用したユニフォーム（上着）に、本人が直筆でサインオをしたものをオークション
する。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。

8/1～8 木

143 地域交流 2 メモリアル始球式2013

子ども達による「メモリアル始球式2013」を11試合実施。
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・3塁側S指定席5名様招待の豪華賞品をプレゼント。

マツダスタジアム
＜DeNA戦＞

8/1 木

144 地域交流 2 「カープねぷた」披露 広島県廿日市市大野町
大野練習場と大野寮のある廿日市市大野町で、大野第一区恒例の夏祭りが開催され、
大野町のみなさん制作の「カープ応援ねぷた」が披露された。
ねぷたは、たたみ6畳の大きさ。

8/3 土

145 地域交流 2
第3回 由宇町カープ
ウエスタンフェスタ2013

広島東洋カープ由宇協力会
由宇町観光協会

由宇練習場への来場者を対象としたイベント。
試合終了後に、近郊の尐年野球チームを対象とした「野球教室」を開催。

由宇練習場
＜阪神戦＞

8/3 土

146 地域交流 2
中華民国
新北市立秀峰高級中学 来日

岸田文雄（外務大臣）事務局
新北市立秀峰高級中学
広島県立御調高等学校

広島県立御調高等学校と姉妹校提携を締結している新北市立秀峰高級中学のソフト
ボール部選手・関係者が来日。球団から観戦招待、ビジョン紹介などを行う。
招待席：外野指定席ライト　50席
始球式：李柔樺さん（投手）

マツダスタジアム
＜阪神戦＞

8/8 木

147 地域交流 2
広島交響楽団
試合前ファンファーレ

広島交響楽団

「アフィニス 夏の音楽祭2013」のPRとして実施。
時間：試合前　17:45～
場所：バックネット裏 ステージ
演奏曲：「ペリのファンファーレ」・「それ行けカープ（1番のみ）」

マツダスタジアム
＜巨人戦＞

8/10 金

148 地域交流 2
2013年度ｶｰﾌﾟﾌｧﾝ倶楽部
会員限定ｲﾍﾞﾝﾄ
「極赤番記者」

2013年度カープファン倶楽部会員の方々を対象とした「極赤番記者」を実施。
マツダ スタジアムで開催のウエスタン・リーグ試合へ招待し、試合終了後に、その試合で
活躍した選手2名へなんでもインタビューできるという企画。定員は30名。全7日程行われ
る。
参加選手：武内選手・高橋選手

マツダスタジアム
ウエスタン・リーグ
＜オリックス戦＞

8/13 火

149 地域交流 2 ひろしまクールシェアデー
ひろしま
地球環境フォーラム事務局

ウエスタン公式戦を観戦された方の中から抽選で、9月18日（水）阪神戦へご招待。
招待座席：スカイシート
応募方法：ハガキに観戦した日の入場券を貼りつけて送る。

マツダスタジアム
ウエスタン・リーグ
＜オリックス戦＞

8/13 火

150 地域交流 2
2013年度ｶｰﾌﾟﾌｧﾝ倶楽部
会員限定ｲﾍﾞﾝﾄ
「極赤番記者」

2013年度カープファン倶楽部会員の方々を対象とした「極赤番記者」を実施。
マツダ スタジアムで開催のウエスタン・リーグ試合へ招待し、試合終了後に、その試合で
活躍した選手2名へなんでもインタビューできるという企画。定員は30名。全7日程行われ
る。
参加選手：土生選手・上本選手

マツダスタジアム
ウエスタン・リーグ
＜オリックス戦＞

8/14 水

151 地域交流 2 ひろしまクールシェアデー
ひろしま
地球環境フォーラム事務局

ウエスタン公式戦を観戦された方の中から抽選で、9月18日（水）阪神戦へご招待。
招待座席：スカイシート
応募方法：ハガキに観戦した日の入場券を貼りつけて送る。

マツダスタジアム
ウエスタン・リーグ
＜オリックス戦＞

8/14 水

152 地域交流 2
2013年度ｶｰﾌﾟﾌｧﾝ倶楽部
会員限定ｲﾍﾞﾝﾄ
「極赤番記者」

2013年度カープファン倶楽部会員の方々を対象とした「極赤番記者」を実施。
マツダ スタジアムで開催のウエスタン・リーグ試合へ招待し、試合終了後に、その試合で
活躍した選手2名へなんでもインタビューできるという企画。定員は30名。全7日程行われ
る。
参加選手：今井選手・下水流選手

マツダスタジアム
ウエスタン・リーグ
＜オリックス戦＞

8/15 木

153 地域交流 2 ひろしまクールシェアデー
ひろしま
地球環境フォーラム事務局

ウエスタン公式戦を観戦された方の中から抽選で、9月18日（水）阪神戦へご招待。
招待座席：スカイシート
応募方法：ハガキに観戦した日の入場券を貼りつけて送る。

マツダスタジアム
ウエスタン・リーグ
＜オリックス戦＞

8/15 木

154 地域交流 2 2013 FIGHT TO THE WORLD
株式会社
荒谷建設コンサルタント

広島県のホームページ等から選定した優れた技術を持つ企業の技術者を観戦招待す
る。
招待企業：株式会社荒谷建設コンサルタント

マツダスタジアム
＜ヤクルト戦＞

8/23 金



会場 実施日
No コード タイトル 関 係 先 内　　容

実  施　詳　細
区　分

155 地域交流 2
カープ オフィシャルカメラマン
やまべが行く　写真展

壁一面に並んだ写真は全部で約350枚。ホームページとはひと味違う様子でファンのみな
さんの姿、表情をお届けする。
場所：スタジアムカフェ
時間：スタジアムカフェの営業時間内
テーマ：『家族』

マツダスタジアム
＜ヤクルト戦＞

8/23
8/24
8/25

金
土
日

156 地域交流 2
第3回
カープ赤ちゃん写真展

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
＜ヤクルト戦＞

8/23
8/24
8/25

金
土
日

157 地域交流 2 水あそびナイター

場所：マツダ スタジアム正面ゲート付近
時間：開門(15:00予定)～8回終了
料金：試合日当日の入場券をお持ちの方なら、どなたでも無料
内容：「噴水危機一髪」や「水玉噴水」、ミスト設置など

マツダスタジアム
＜ヤクルト戦＞

8/23
8/24
8/25

金
土
日

158 地域交流 2 2013 FIGHT TO THE WORLD
株式会社
コーポレーションパールス
ター

広島県のホームページ等から選定した優れた技術を持つ企業の技術者を観戦招待す
る。
招待企業：株式会社コーポレーションパールスター

マツダスタジアム
＜ヤクルト戦＞

8/24 土

159 地域交流 2 カープファミリー撮影会
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

赤ちゃん写真展の会場内に、選手が記者会見を行う会場を再現。球団旗を背景に、家族
写真を撮影できる。写真はオリジナルホルダーに入れて、その場で受渡し。

マツダスタジアム
＜ヤクルト戦＞

8/24
8/25

土
日

160 地域交流 2 2013 FIGHT TO THE WORLD ミヨシ電子株式会社
広島県のホームページ等から選定した優れた技術を持つ企業の技術者を観戦招待す
る。
招待企業：ミヨシ電子株式会社

マツダスタジアム
＜ヤクルト戦＞

8/25 日

161 地域交流 2 縁日ナイター エームサービス㈱

場所：ライト側コンコースグッズショップ周辺スペース、レフト側コンコース
時間：開門(15:00予定)～8回終了
料金： 縁日用チケット(1枚300円)
内容：人形すくい、射的、カープ選手坊やヨーヨーつり、輪投げなど11種類
いか焼き、焼きとうもろこし、わたあめなどの飲食販売

マツダスタジアム
＜DeNA戦＞

8/27
8/28
8/29

火
水
木

162 地域交流 2
カープ オフィシャルカメラマン
やまべが行く　写真展

壁一面に並んだ写真は全部で約350枚。ホームページとはひと味違う様子でファンのみな
さんの姿、表情をお届けする。
場所：スタジアムカフェ
時間：スタジアムカフェの営業時間内
テーマ：『仲間』

マツダスタジアム
＜DeNA戦＞

8/27
8/28
8/29

火
水
木

163 地域交流 2
中国新聞社企画
「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。
ベンチでの練習観戦や、選手が使用している野球道具を手にとり触れてみるなど。
小・中学生と保護者のペアが対象で、各試合20組40人（計120組240人）で実施。

マツダスタジアム
＜DeNA戦＞

8/27 火

164 地域交流 2
広島カープまつり2013
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。
ＯＢの大野豊氏によるトークショー（8/31）やスラィリー出演（8/31、9/1）、選手直筆サイン
入り写真パネルの販売などを実施。また、カープファンクラブ会員は会員証の提示によ
り、「スポニチ特製カープクリアファイル」がもらえる。

スポニチプラザ大阪 8/27～9/1 火

165 地域交流 2 三次ピオーネ生産組合
三次ピオーネ生産組合のみなさまがマツダ スタジアムを訪れ、第3会見室にて「黒い真
珠」と呼ばれる三次ピオーネを贈呈。
選手：梵選手、永川選手

8/27 火

166 地域交流 2
「カープ×漫画家」
コラボ企画　始球式3

漫画家：石田  敦子 氏 「カープ×漫画家」コラボレーション企画で大活躍された漫画家の先生が始球式に登場。
マツダスタジアム

＜DeNA戦＞
8/28 水

167 地域交流 2 2013 FIGHT TO THE WORLD 株式会社あじかん
広島県のホームページ等から選定した優れた技術を持つ企業の技術者を観戦招待す
る。
招待企業：株式会社あじかん

マツダスタジアム
＜DeNA戦＞

8/28 水



会場 実施日
No コード タイトル 関 係 先 内　　容

実  施　詳　細
区　分

168 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それぞれの団体の演奏会・試合へ招待。
カープ実施内容：選手インタビュー・場内アナウンス・大型ビジョン操作・CCダンス体験
提供：キャラクターグッズ　計23点

マツダスタジアム
＜DeNA戦＞

8/28 水

169 地域交流 2
中国新聞社企画
「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。
ベンチでの練習観戦や、選手が使用している野球道具を手にとり触れてみるなど。
小・中学生と保護者のペアが対象で、各試合20組40人（計120組240人）で実施。

マツダスタジアム
＜DeNA戦＞

8/28 水

170 地域交流 2 2013 FIGHT TO THE WORLD 東洋電装株式会社
広島県のホームページ等から選定した優れた技術を持つ企業の技術者を観戦招待す
る。
招待企業：東洋電装株式会社

マツダスタジアム
＜DeNA戦＞

8/29 木

171 地域交流 2
中国新聞社企画
「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。
ベンチでの練習観戦や、選手が使用している野球道具を手にとり触れてみるなど。
小・中学生と保護者のペアが対象で、各試合20組40人（計120組240人）で実施。

マツダスタジアム
＜DeNA戦＞

8/29 木

172 地域交流 2
2013年度ｶｰﾌﾟﾌｧﾝ倶楽部
会員限定ｲﾍﾞﾝﾄ
「極赤番記者」

2013年度カープファン倶楽部会員の方々を対象とした「極赤番記者」を実施。
マツダ スタジアムで開催のウエスタン・リーグ試合へ招待し、試合終了後に、その試合で
活躍した選手2名へなんでもインタビューできるという企画。定員は30名。全7日程行われ
る。
参加選手：中村憲選手・美間選手

マツダスタジアム
ウエスタン・リーグ
＜ソフトバンク戦＞

8/30 金

173 地域交流 2 ひろしまクールシェアデー
ひろしま
地球環境フォーラム事務局

ウエスタン公式戦を観戦された方の中から抽選で、9月18日（水）阪神戦へご招待。
招待座席：スカイシート
応募方法：ハガキに観戦した日の入場券を貼りつけて送る。

マツダスタジアム
ウエスタン・リーグ
＜ソフトバンク戦＞

8/30 金

174 地域交流 2 「カープ ミニ新幹線」走行

ＪＲ西日本監修のもと製造された、のぞみＮ700系の「カープ　ミニ新幹線」登場。
マツダ スタジアムのコンコースをウエスタン試合日に運行する。
料金：1回300円（2歳以下は大人1名につき1名無料）
定員：12名（大人は最大6名）
走行距離・時間：500m、約6分間（開門時間～8回裏終了）
コース：ライト側コンコース「かば広場」から「レフト側コンコース」

マツダスタジアム
ウエスタン・リーグ
＜ソフトバンク戦＞

8/31 土

175 地域交流 2
2013年度ｶｰﾌﾟﾌｧﾝ倶楽部
会員限定ｲﾍﾞﾝﾄ
「極赤番記者」

2013年度カープファン倶楽部会員の方々を対象とした「極赤番記者」を実施。
マツダ スタジアムで開催のウエスタン・リーグ試合へ招待し、試合終了後に、その試合で
活躍した選手2名へなんでもインタビューできるという企画。定員は30名。全7日程行われ
た。
参加選手：會澤選手・中田選手

マツダスタジアム
ウエスタン・リーグ
＜ソフトバンク戦＞

8/31 土

176 地域交流 2 2013 FIGHT TO THE WORLD 株式会社タハラ
広島県のホームページ等から選定した優れた技術を持つ企業の技術者を観戦招待す
る。
招待企業：株式会社タハラ

マツダスタジアム
＜中日戦＞

9/4 水

177 地域交流 2 メモリアル始球式2013

子ども達による「メモリアル始球式2013」を11試合実施。
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・3塁側S指定席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＞

9/4 水

178 地域交流 2 2013 FIGHT TO THE WORLD 株式会社ダイクレ
広島県のホームページ等から選定した優れた技術を持つ企業の技術者を観戦招待す
る。
招待企業：株式会社ダイクレ

マツダスタジアム
＜中日戦＞

9/5 木

179 地域交流 2 第4回 ＪＡＬナイター 日本航空㈱広島支店

【6/21（金）ヤクルト戦の振替】
贈呈式：日本航空(株)代表取締役会長・客室乗務員
抽選プレゼント：2名様へ「1/1000東京スカイツリー(Ｒ)模型」
かば広場：東京スカイツリーのオリジナルグッズプレゼント、
ＪＡＬカード入会キャンペーン（入会者にはオリジナルタオルマフラープレゼント）、
東京スカイツリーを背景に、日本航空(株)客室乗務員との写真撮影会、
絵画コンテストの応募作品展示（6/1～10まで募集したもの）
その他：内野自由席の一部を指定席扱いとし、1000名のJAL関係者が観戦予定
活躍したカープ選手に『ＪＡＬ国内線往復航空券』贈呈（勝った場合）

マツダスタジアム
＜中日戦＞

9/5 木



会場 実施日
No コード タイトル 関 係 先 内　　容

実  施　詳　細
区　分

180 地域交流 2
反貧困ネットワーク
広島事務局観戦招待

反貧困ネットワーク広島事務
局

派遣切りされた困窮者の方に野球観戦を通じ生きる励みにしていただく。
招待席：内野指定席A1塁側　50席

マツダスタジアム
＜中日戦＞

9/5 木

181 地域交流 2 メモリアル始球式2013

子ども達による「メモリアル始球式2013」を11試合実施。
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・3塁側S指定席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＞

9/5 木

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

上温品小学校
広島市教育委員会とカープ球団が協力し、スタジアム施設見学（無料）を実施。
上温品小学校 5年生徒（38名）・引率3名、計41名来場。

マツダスタジアム 9/6 金

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

長束西小学校
広島市教育委員会とカープ球団が協力し、スタジアム施設見学（無料）を実施。
長束西小学校 1・3・5・6年生徒（8名）・引率3名、計11名来場。

マツダスタジアム 9/6 金

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

高南小学校
広島市教育委員会とカープ球団が協力し、スタジアム施設見学（無料）を実施。
高南小学校 3・4年生徒（52名）・引率3名、計55名来場。

マツダスタジアム 9/6 金

185 地域交流 2
横浜スタジアムにマツダ
スタジアムのメニュー登場！

マツダスタジアムで人気の菊池涼介選手プロデュースメニューと、カープヘルメットメ
ニューが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
9/6
9/7
9/8

金
土
日

186 地域交流 2
ふわふわ遊具
「カープ坊やハウス」
由宇練習場に登場

大人気のカープオリジナルふわふわ遊具「カープ坊やハウス」が、由宇練習場のウエスタ
ン・リーグ開催時にお楽しみいただける。対象年齢は3歳から10歳で、1回300円。

由宇練習場
ウエスタン・リーグ

＜中日戦＞

9/7
9/8

土
日

187 地域交流 2 由宇練習場　選手握手会
広島東洋カープ由宇協力会
岩国商工会議所

「日本商工会議所青年部 第31回中国ブロック大会岩国大会」の開催にあたり、
由宇練習場へご来場された方を対象に握手会を実施。
また、記念品としてキャラクターグッズも提供。
提供品：計182点

由宇練習場
バックヤード

9/7 土

188 地域交流 2 来て見て乗ってみん祭2013 東友会協同組合
スピードガンチャレンジ、ヘルメットと記念撮影、スラィリー登場などで来場者とふれあう。
サンフレッチェ広島、広島交響楽団も様々なブースを展開して協力している。
入場無料。

マツダスタジアム 9/8 日

189 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
特別支援学級

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

マツダスタジアム 9/10 火

190 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
広島市教育委員会とカープ球団が協力し、スタジアム施設見学（無料）を実施。
大芝小学校 6年生徒（87名）・引率4名、計91名来場。

マツダスタジアム 9/10 火

191 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
広島市教育委員会とカープ球団が協力し、スタジアム施設見学（無料）を実施。
五月が丘中学校 3年生徒（64名）・引率3名、計67名来場。

マツダスタジアム 9/10 火

192 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

口田東小学校
広島市教育委員会とカープ球団が協力し、スタジアム施設見学（無料）を実施。
口田東小学校 2年生徒（92名）・引率4名、計96名来場。

マツダスタジアム 9/12 木

193 地域交流 2
広島県母子寡婦福祉連合会
団体観戦

広島県母子寡婦福祉連合会
広島県母子寡婦福祉連合会が外野指定席ライトを60枚購入し、ひとり親家庭の親子を対
象に無料で観戦者を募集。（広島県外を対象）
提供品：キャラクターグッズ　計47点（中学生以下の参加者へ）

マツダスタジアム
＜巨人戦＞

9/15 日

194 地域交流 2 メモリアル始球式2013

子ども達による「メモリアル始球式2013」を11試合実施。
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・3塁側S指定席5名様招待の豪華賞品をプレゼント。

マツダスタジアム
＜巨人戦＞

9/16 月・祝



会場 実施日
No コード タイトル 関 係 先 内　　容

実  施　詳　細
区　分

195 地域交流 2 2013 FIGHT TO THE WORLD 株式会社オガワ
広島県のホームページ等から選定した優れた技術を持つ企業の技術者を観戦招待す
る。
招待企業：株式会社オガワ

マツダスタジアム
＜阪神戦＞

9/17 火

196 地域交流 2
もみじ銀行
「カープデザイン通帳」

もみじ銀行
もみじ銀行「カープデザイン通帳」の発表会が、マツダ スタジアム内のスタジアムカフェで
行われ、野村選手、今村選手とスラィリーが参加。
預金通帳・キャッシュカードなどのデザインもお披露目された。

【受付開始】H25/9/17
～

9/17～ 火

197 地域交流 2 ひろしまクールシェアデー
ひろしま
地球環境フォーラム事務局

8月13～15日・30日のウエスタン公式戦を観戦された方の中から、抽選で選ばれた15組
（30名）がスカイシートへ招待されている。

マツダスタジアム
＜阪神戦＞

9/18 水

198 地域交流 2 メモリアル始球式2013

子ども達による「メモリアル始球式2013」を11試合実施。
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・3塁側S指定席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＞

9/18 水

199 地域交流 2 メモリアル始球式2013

子ども達による「メモリアル始球式2013」を11試合実施。
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・3塁側S指定席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＞

9/19 木

200 地域交流 2
広島交響楽団×フタバ図書
「じゃけん！モーツァルト」
復活販売

広島のプロ・オーケストラ 広島交響楽団 創立50周年とフタバ図書創業100周年を記念し、
過去に完売を記録した幻のCD「じゃけん！モーツァルト」が復活。ボーナストラックとして
広島東洋カープ応援歌「それいけカープ～若鯉たち」オーケストラ・ヴァージョンも収録さ
れている。マツダ スタジアムグッズショップでも販売する。販売価格は2,000円（税込）。

【販売期間】9/20(金)～ 9/20～ 金

201 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

南観音小学校
特別支援学級

広島市教育委員会とカープ球団が協力し、スタジアム施設見学（無料）を実施。
南観音小学校 特別支援学級 生徒（22名）・引率8名、計30名来場。

マツダスタジアム 9/24 火

202 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
広島市教育委員会とカープ球団が協力し、スタジアム施設見学（無料）を実施。
中筋小学校 6年生徒（126名）・引率5名、計131名来場。

マツダスタジアム 9/24 火

203 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
広島市教育委員会とカープ球団が協力し、スタジアム施設見学（無料）を実施。
元宇品小学校 5年生徒（14名）・引率2名、計16名来場。

マツダスタジアム 9/25 水

204 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
広島市教育委員会とカープ球団が協力し、スタジアム施設見学（無料）を実施。
向洋新町小学校 2年生徒（75名）・引率3名、計78名来場。

マツダスタジアム 9/25 水

205 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

ふれあい適応教室
広島市教育委員会とカープ球団が協力し、スタジアム施設見学（無料）を実施。
ふれあい適応教室小・中 生徒（18名）・引率16名、計34名来場。

マツダスタジアム 9/26 木

206 地域交流 2 2013 FIGHT TO THE WORLD 株式会社久保田鐵工所

【9/3（火）中日戦の振替】
広島県のホームページ等から選定した優れた技術を持つ企業の技術者を観戦招待す
る。
招待企業：株式会社久保田鐵工所

マツダスタジアム
＜中日戦＞

10/3 木

207 地域交流 2
前田智徳選手
引退セレモニー

今季限りで引退表明をした前田智徳選手の引退セレモニー。
来場者プレゼント：前田智徳『謝』ポスター
始球式：前田選手の長男・次男
内容：前田智徳選手の軌跡ＶＴＲ放映、前田選手の挨拶、選手代表より花束贈呈、
グラウンドを一周しファンへ挨拶、監督・コーチ・選手全員で記念撮影、
今までの前田智徳選手のプロデュースメニュー3種類を復活販売、引退記念グッズ販売

マツダスタジアム
＜中日戦＞

10/3 木

208 地域交流 2
第8回
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

「第8回　アイラブ作業所まつり」開催。
提供品：キャラクターグッズ　計35点（抽選会の景品として）

広島市吉島福祉セン
ター

10/6 日



会場 実施日
No コード タイトル 関 係 先 内　　容

実  施　詳　細
区　分

209 地域交流 2 メモリアル始球式2013

子ども達による「メモリアル始球式2013」を11試合実施。（9/3→10/5の振替日）
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・3塁側S指定席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＞

10/6 日

210 地域交流 2
広島カープまつり2013
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。
選手直筆サイン入り写真パネルの販売、カープ激闘「紙面プリント」販売などを実施。
また、カープファンクラブ会員は会員証の提示により、スポニチ特製カープクリアファイル」
が
もらえる。

スポニチプラザ大阪 10/12～14 土

211 地域交流 2
ありがとう！
前田智徳選手写真展

福屋広島駅前店
入団から引退までの24年間の軌跡を紹介する写真展を開催。
前田選手が着用していたユニフォームやバット、グラブなども展示される。

福屋広島駅前店
1階 時計の広場

10/17～23 木

212 地域交流 2
庄原こどもミュージカル
「星の王子さま」公演

庄原こどもミュージカル実行委員会

庄原市民会館にて、庄原こどもミュージカル「星の王子さま」を公演。
スラィリーが会場へ登場し、出演するこども達や来場者とふれあう。
スラィリーのミニサイン会も実施。

庄原市民会館 10/20 日

213 地域交流 2 前田智徳引退記念写真展 カルピオ

カルピオベースボールギャラリーにて、カープ一筋24年 前田智徳選手の入団から引退ま
での軌跡を写真展やコラム等の展示を開催。
前田選手がユニフォームや愛用のバット、グローブ、スパイク等も併せて展示。
展示期間は12/4までだったが、好評のため展示期間を延長。

カルピオ
ﾍﾞｰｽﾎﾞｰﾙｷﾞｬﾗﾘｰ2階

11/1～12/12 金

214 地域交流 2 第29回 西区民まつり 西区民まちり委員会
トークショーへ参加。
派遣選手（2名）：木村選手、松本選手

広島サンプラザ及び
西部埋立第五公園

11/3 日

215 地域交流 2
第33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

マラソンへ参加。
派遣選手（1名）：中東選手

コカコーラウエスト広島
スタジアム周辺

11/3 日

216 地域交流 2 通算来場者10万人突破 カルピオ
「CARP Baseball Galleryカープベースボールギャラリー」の来場者数が、
1991年の開館から通算10万人を突破。
10何人目の方、その前後の方含め合計3名に、直筆サイン入りユニフォームなどを贈呈。

カルピオ
ﾍﾞｰｽﾎﾞｰﾙｷﾞｬﾗﾘｰ2階

11/3 日

217 地域交流 2
ティファニー
リニューアルオープンセレモ
ニー

福屋八丁堀本店
ティファニーリニューアルオープンセレモニーへ出席。
派遣選手（1名）：前田（健）選手

福屋八丁堀本店 11/7 木

218 地域交流 2
広島３大プロふれあい活動事
業
～Ｐ３がやってくる～

サンフレッチェ広島
広島交響楽団

P3 HIROSHIMA活動の一環で、小学校訪問を開催。
広島市立戸山小・中学校の児童と一緒に、キャッチボールやバッティング練習などを実
施。
派遣選手（3名）：上野選手・河内選手・迎選手

戸山小・中学校 11/18 月

219 地域交流 2
2013 秋
われらのカープ写真展

福屋広島駅前店
クライマックスシリーズでの選手たちの躍動シーンをとらえた写真を中心とした写真展開
催。

福屋広島駅前店
1階 時計の広場

11/21～27 木

220 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
野球指導をはじめ、始球式やサイン会、写真撮影などへ参加。
派遣選手（2名）：辻選手、森下選手

広島県立呉特別支援
学校体育館

11/21 木

221 地域交流 2
2013 カープファン感謝デー
限定メニュー発売

11月23日に開催される「2013カープファン感謝デー」限定メニューを販売。
併せて今シーズン人気のあった選手プロデュースメニューのグランプリを決める
『Ｃ－１グランプリ』も開催。人気メニュー4品（ミニサイズ）を食べていただき、
投票によりグランプリを決定。
1位になったメニューを投票してくれた方には抽選でプレゼントあり。

マツダスタジアム 11/23 土・祝

222 地域交流 2 2013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に対して、ファン参加のイベント
（選手とキャッチボール、サイン会、選手トークショーなど）を行う。
全選手参加。9：30開門。

マツダスタジアム 11/23 土・祝

223 地域交流 2

『春日野』住まいるフェスティ
バル
『春日野』にカープ選手がやっ
てくる！

東亜地所
中国新聞広告社

野球教室をはじめ、トークショーやビンゴ大会へ参加。
派遣選手（4名）：岩本選手、福井選手、安部選手、菊池選手

東亜祇園ニュータウン
「春日野」

11/24 日

224 地域交流 2 海田町福祉保健まつり 海田町 福祉保健部　他
トークショーをはじめ、じゃんけん大会やサイン会などへ参加。
派遣（2名）：石井コーチ、小窪選手

海田西小学校
 体育館

11/24 日



会場 実施日
No コード タイトル 関 係 先 内　　容

実  施　詳　細
区　分

225 地域交流 2
日清のどん兵衛PRESENTS
広島カープ ファン感謝トーク
ショー

日清食品
RCC 中国放送

日清食品イベントのトークショーやクイズ大会などに参加。
派遣選手（2名）：前田（健）選手、堂林選手

ゆめタウン広島
ウエストコート

11/24 日

226 地域交流 2
アサヒビールプレゼンツ
カープ応援フェア
 in イオン宇品店

アサヒビール株式会社
トークショーをはじめ、じゃんけん大会やサイン会、写真撮影などに参加。
派遣選手（2名）：迎選手、松山選手

イオン宇品
ショッピングセンター

11/30 土

227 地域交流 2
ビバーチャ
カープ選手招待会

ビバーチャ
トークショーをはじめ、握手会やサイン会などへ参加。
派遣選手（2名）：廣瀬選手、堂林選手

ビバーチャ 11/30 土

228 地域交流 2

広島ＦＭ「ＤＯ　ＴＨＥ　ＣＡＲ
Ｐ」公開イベント
菊池涼介トーク＆サイン会
in イオン

広島FM放送
サイン会をはじめ、トークショーなどへ参加。
派遣選手（1名）：菊池選手

イオン宇品
ショッピングセンター
１Ｆ　東側特設会場

11/30 土

229 地域交流 2
アサヒビールプレゼンツ
カープ応援フェア
 in ゆめタウン広島店

アサヒビール株式会社
トークショーをはじめ、じゃんけん大会やサイン会などへ参加。
派遣選手（2名）：中東選手、小野選手

ゆめタウン広島店 12/1 日

230 地域交流 2 イルミネーション点灯式 三原市
イルミネーションの点灯式へ参加。その他記念撮影など。
 派遣選手（1名）：上本選手

三原市営
 吉田コミュニティー

グラウンド
（三原市久井町吉田）

12/1 日

231 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

大和ハウス
全12球団の人気選手がそれぞれ3名ずつ参加し、様々な競技に挑戦する。
派遣選手（3名）：前田（健）選手、野村選手、菊池選手

大阪城ホール 12/5 木

232 地域交流 2 お餅つき大会
社会福祉法人　あづみの森
尾道発達相談・療育
支援センター　あづみ園

餅つき大会をはじめ、サイン会や写真撮影などへ参加。
派遣選手（4名）：鈴木（将）選手、美間選手、土生選手、池ノ内選手

尾道発達相談・
療育支援センター

あづみ園
12/6 金

233 地域交流 2
アサヒビールプレゼンツ
カープ応援フェア
in マックスバリュ段原店

アサヒビール株式会社
トークショーとはじめ、じゃんけん大会やサイン会などへ参加。
派遣選手（2名）：中村（恭）選手、戸田選手

マックスバリュ段原店 12/7 土

234 地域交流 2
スカイレールタウンみどり坂
クリスマスフェスタ

積水ハウス
（代理店：アミューズワークス）

トークショー（佐々岡真司さんも）をはじめ、サイン会などへ参加。
派遣選手（2名）：下水流選手、中崎選手

スカイレールタウン
みどり坂

12/7 土

235 地域交流 2
マルナカ
2013年カープ選手サイン会

山陽マルナカ
広島朝日広告社

サイン会をはじめ、トークショーや記念撮影などへ参加。
派遣選手（2名）：河内選手、今村選手

山陽マルナカ　白島店
山陽マルナカ　可部店

12/7 土

236 地域交流 2
打劇王温品店　4周年祭
広島カープ選手サイン会＆
トークショー

株式会社ナナツマチ
トークショー、サイン会へ参加。
派遣選手（2名）：赤松選手、梅津選手

打劇王温品店 12/7 土

237 地域交流 2
尾商デパート
広島東洋カープ
選手トークショー＆握手会

広島県立尾道商業高校
トークショー、握手会へ参加。
派遣選手（2名）：土生選手、庄司選手

広島県立
尾道商業高校

12/7 土

238 地域交流 2

アサヒビールプレゼンツ
カープ応援フェア
in 天満屋ハピータウン
ポートプラザ店

アサヒビール株式会社
トークショーをはじめ、じゃんけん大会やサイン会などへ参加。
派遣選手（2名）：土生選手、上本選手

天満屋
ハピータウン

ポートプラザ店
12/8 日

239 地域交流 2
ウインズ広島×広島東洋カー
プ
ドリームフェスタ2013

JRA 日本中央競馬会
（代理店：イベントプロデュー
スP&P）

一日所長、競馬フリーライター長谷川雄啓氏とのトークショーへ参加。
派遣（2名）：緒方コーチ、廣瀬選手

ウインズ広島 12/8 日

240 地域交流 2 カープファンフェスタ2013 イオンモール広島府中
トークショーをはじめ、サイン会や写真撮影などへ参加。
派遣選手（2名）：梵選手、河内選手

イオンモール広島府中
1Ｆスターギャラリー

12/8 日



会場 実施日
No コード タイトル 関 係 先 内　　容

実  施　詳　細
区　分

241 地域交流 2
広島市心身障害者
福祉センター2013文化祭

広島市心身障害者
福祉センター

トークショーをはじめ、カープグッズの抽選会やサイン会などへ参加。
派遣選手（2名）：中﨑選手・下水流選手

広島市心身障害者
福祉センター

12/8 日

242 地域交流 2
ベースボールクリスマス
2013

日本プロ野球選手会
キャッチボールや質問コーナーなどへ参加。
派遣選手（1名）：栗原選手

岩手産業文化センター
アビオ

12/8 日

243 地域交流 2
勝ちグセ。
ファン感謝イベント

広島ホームテレビ
トークショーをはじめ、質問コーナーやじゃんけん大会などへ参加。
派遣選手（3名）：松本選手、野村選手、今村選手

パルティ・フジ坂 12/8 日

244 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

握手会やサイン会などへ参加。
派遣選手（2名）：中﨑選手・美間選手

広島県済生福祉
総合センター

特別養護老人ホーム
たかね荘

12/11 水

245 地域交流 2
庄原赤十字病院
ふれあい会

庄原赤十字病院
院内巡回やサイン会、園児とのおしるこ調理・試食などへ参加。
派遣選手（1名）：高橋選手

庄原赤十字病院 12/12 木

246 地域交流 2
若鯉 ファン感謝
イベント2013

東京プリンスホテル
トークショーをはじめ、写真撮影やプレゼント抽選会などへ参加。
派遣選手（2名）：今村選手、堂林選手

東京プリンスホテル 12/12 木

247 地域交流 2
2014年度
新入団選手発表記者会見
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「2014年度新入団選手発表記者会
見」。
球団ファン倶楽部企画として「新入団選手発表」へ会員の方を招待している。
例年限定150名様のところを、今回300名へ拡大。抽選で決定する。
記念品として、新入団選手発表オリジナルＴシャツ、新入団選手オリジナルサイン色紙、
クリアファイル、観覧ＰＡＳSをプレゼント。

リーガロイヤル
ホテル広島

12/13 火

248 地域交流 2
Citric(R)presents勝ちグセ。
野村祐輔トークショー

広島ホームテレビ
尾関高文氏（芸人：サ・ギース）とのトークショーへ参加。
派遣選手（1名）：野村選手

アルパーク
東棟2Ｆ

「時計の広場」
12/14 土

249 地域交流 2
ベースボールギャラリー
サイン会

カルピオ
グッズへのサイン会、握手会、写真撮影などへ参加。
派遣選手（3名）：菊池選手、久本選手、鈴木（誠）選手

カープ
ベースボールギャラリー

12/14 土

250 地域交流 2
CCプラザ 広島東洋カープ
永川勝浩選手
トークショー＆サイン会

三次ショッピングセンター
サイン会をはじめ、トークショーや写真撮影などへ参加。
派遣選手（1名）：永川（勝）選手

協同組合
三次ショッピングセン

ター
ＣＣプラザ

１F セントラルコート

12/15 日

251 地域交流 2 ふれあい野球イベント 広島安芸商工会
トークショーをはじめ、ランニング、玉入れゲーム、抽選会などへ参加。
派遣選手（5名）：堂林選手、岩本選手、野村選手、松山選手、安部選手

海田町立海田中学校 12/15 日

252 地域交流 2
大野第一区民もちつき大会と
若鯉選手との交流会

大野第一区
キャッチボールをはじめ、サイン会や記念撮影などへ参加。
派遣選手（2名）：高橋選手、鈴木（誠）選手

柿の浦集会所 12/15 日

253 地域交流 2
野球のまち阿南でキャッチ
ボールしよう！

徳島県阿南市
キャッチボールへ参加。
派遣選手（2名）：武内選手、美間選手

JAアグリあなんスタジア
ム

（徳島県阿南市）
12/15 日

254 地域交流 2 おもちつき
比治山大学短期大学部
付属幼稚園

餅つきに参加。※一般見学不可
派遣選手（1名）：武内選手

比治山大学短期
大学部付属幼稚園

12/17 火

255 地域交流 2
ファン感謝
チャリティイベント2013

シーサップ
トークショーをはじめ、チャリティオークションやプレゼント抽選会などへ参加。
派遣選手（7名）：倉選手、赤松選手、天谷選手、小窪選手、前田（健）選手、野村（祐）選
手、堂林選手

グランドプリンス
ホテル広島

12/17 火

256 地域交流 2
矢野おりづる園
餅つき大会

広島原爆養護ホーム
矢野おりづる園

餅つき大会をはじめ、トークショーやミニゲームなどへ参加。※一般見学不可
派遣選手（2名）：中田選手、戸田選手

広島原爆養護ホーム
矢野おりづる園

12/17 火

257 地域交流 2
広島カープ選手サイン会
＆トークショー

株式会社ナナツマチ
トークショー、サイン会へ参加。
派遣選手（4名）：久本選手、松山選手

打劇王　草津店 12/21 土

258 地域交流 2 選手激励会 福山市プロ野球選手後援会
サイン会をはじめ、抽選会や記念撮影などへ参加。
派遣選手（2名）：江草選手、磯村選手

福山ニューキャッスルホ
テル

12/22 日



会場 実施日
No コード タイトル 関 係 先 内　　容

実  施　詳　細
区　分

259 地域交流 2
ふれあい野球教室
＆青空トークショー

福山市体育振興事業団地
野球教室をはじめ、サイン会やトークショ（質問コーナー）などへ参加。
派遣選手（3名）：久本選手、天谷選手、松本選手

竹ヶ端運動公園野球場
 （福山市民球場）

12/22 日

260 地域交流 2 遍照寺弘法市’13冬 遍照寺弘法市
トークショーなどへ参加。
派遣選手（3名）：永川（光）選手、森下選手、磯村選手

遍照寺駐車場 12/24 火

261 地域交流 2

年末プリンス大感謝祭2013
カープ選手とファンの集い
～ディナー＆トークショー
in プリンス～

グランドプリンスホテル広島
トークショーやお楽しみ抽選会などへ参加。
派遣選手（5名）：久本選手、中東選手、大島選手、岩本選手、庄司選手

グランドプリンス
ホテル広島

12/28 土

262 地域交流 2 カープロードリニューアル
広島駅からの道のりに掲示してある監督・選手たちのボードを今年もリニューアル。
スタジアム紹介、OB選手紹介、監督・選手紹介のボードを計35枚掲示。

263 地域交流 2
選手と一緒に？記念撮影
（大型マルチビジョン）

スタジアムカフェ内に設置してある大型マルチビジョンで、グラウンドで選手と一緒に立っ
ているような写真撮影を楽しめる動画を放映。憧れの選手と一緒にマツダ スタジアムの
グラウンドで肩を組んだり、ガッツポーズをしながら写真撮影ができる。

スタジアムカフェ

264 地域交流 2
第三弾 カープ×漫画家
コラボレーション企画

漫画家11名
試合中に、大型ビジョンにて漫画家の皆様の描いた作品を迫力ある音と共に映像で放
映。
試合展開によって流れる映像を変える。

マツダスタジアム

265 地域交流 2
第三弾 カープ×漫画家
コラボレーション企画

漫画家11名
漫画家の皆様の作品をポスターにし直筆サインを入れたものを、スタジアムカフェ壁面に
て展示。カフェ内では、漫画家の皆様の代表作品を読むこともできる。

スタジアムカフェ

266 地域交流 2
第三弾 カープ×漫画家
コラボレーション企画

漫画家10名 活躍中の漫画家の皆様の協力により、新聞広告で掲載する「キャンプイン広告」が完成

267 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

カープの元選手（OB）による野球指導「ちゅーピーくらぶ　カープ野球クリニック」を開催。
野球塾よりも尐人数制で実施し、野球技術の向上を目指す。
対象者：小中学生の男女（経験者）
授業内容：ウォーミングアップ方法などの基本指導、バッティング指導を始め、守備指導
（野手志望者対象）、ピッチング指導（投手志望者対象）など。

キッズパーク 4/12 金

268 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。
対象者：小中学生の男女（初心者・経験者問わない）
授業内容：キャッチボール、打撃練習、守備練習など

キッズパーク 4/13 土

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。
対象者：小中学生の男女（初心者・経験者問わない）
授業内容：キャッチボール、打撃練習、守備練習など

キッズパーク 4/14 日

270 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

カープの元選手（OB）による野球指導「ちゅーピーくらぶ　カープ野球クリニック」を開催。
野球塾よりも尐人数制で実施し、野球技術の向上を目指す。
対象者：小中学生の男女（経験者）
授業内容：ウォーミングアップ方法などの基本指導、バッティング指導を始め、守備指導
（野手志望者対象）、ピッチング指導（投手志望者対象）など。

キッズパーク 5/2 木

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。
対象者：小中学生の男女（初心者・経験者問わない）
授業内容：キャッチボール、打撃練習、守備練習など

キッズパーク 5/3 金・祝

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。
対象者：小中学生の男女（初心者・経験者問わない）
授業内容：キャッチボール、打撃練習、守備練習など

キッズパーク 5/4 土・祝

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

カープの元選手（OB）による野球指導「ちゅーピーくらぶ　カープ野球クリニック」を開催。
野球塾よりも尐人数制で実施し、野球技術の向上を目指す。
対象者：小中学生の男女（経験者）
授業内容：ウォーミングアップ方法などの基本指導、バッティング指導を始め、守備指導
（野手志望者対象）、ピッチング指導（投手志望者対象）など。

キッズパーク 6/14 金
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274 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。
対象者：小中学生の男女（初心者・経験者問わない）
授業内容：キャッチボール、打撃練習、守備練習など

キッズパーク 6/15 土

275 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

カープの元選手（OB）による野球指導「ちゅーピーくらぶ　カープ野球クリニック」を開催。
野球塾よりも尐人数制で実施し、野球技術の向上を目指す。
対象者：小中学生の男女（経験者）
授業内容：ウォーミングアップ方法などの基本指導、バッティング指導を始め、守備指導
（野手志望者対象）、ピッチング指導（投手志望者対象）など。

キッズパーク 6/28 金

276 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。
対象者：小中学生の男女（初心者・経験者問わない）
授業内容：キャッチボール、打撃練習、守備練習など

キッズパーク 6/29 土

277 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

カープの元選手（OB）による野球指導「ちゅーピーくらぶ　カープ野球クリニック」を開催。
野球塾よりも尐人数制で実施し、野球技術の向上を目指す。
対象者：小中学生の男女（経験者）
授業内容：ウォーミングアップ方法などの基本指導、バッティング指導を始め、守備指導
（野手志望者対象）、ピッチング指導（投手志望者対象）など。

キッズパーク 7/12 金

278 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。
対象者：小中学生の男女（初心者・経験者問わない）
授業内容：キャッチボール、打撃練習、守備練習など

キッズパーク 7/13 土

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。
対象者：小中学生の男女（初心者・経験者問わない）
授業内容：キャッチボール、打撃練習、守備練習など

キッズパーク 7/21 日

280 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

カープの元選手（OB）による野球指導「ちゅーピーくらぶ　カープ野球クリニック」を開催。
野球塾よりも尐人数制で実施し、野球技術の向上を目指す。
対象者：小中学生の男女（経験者）
授業内容：ウォーミングアップ方法などの基本指導、バッティング指導を始め、守備指導
（野手志望者対象）、ピッチング指導（投手志望者対象）など。

キッズパーク 7/22 月

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

カープの元選手（OB）による野球指導「ちゅーピーくらぶ　カープ野球クリニック」を開催。
野球塾よりも尐人数制で実施し、野球技術の向上を目指す。
対象者：小中学生の男女（経験者）
授業内容：ウォーミングアップ方法などの基本指導、バッティング指導を始め、守備指導
（野手志望者対象）、ピッチング指導（投手志望者対象）など。

キッズパーク 8/2 金

282 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。
対象者：小中学生の男女（初心者・経験者問わない）
授業内容：キャッチボール、打撃練習、守備練習など

キッズパーク 8/3 土

283 野球振興 3
石井琢朗コーチ
福島の球児 招待企画

福島市の中学軟式野球チーム「福島のだまクラブ」の球児34名をマツダ スタジアムに招
待。
「福島のだまクラブ」は、福島第1原発事故に伴う放射線被害を受け、練習時間の制限を
受けながらも全国大会に出場したチーム。
原爆から復興した広島を肌で感じてもらい、野球を通じて勇気や希望を与えることができ
ればとの想いから、石井コーチ、ファイテン（株）、（株）サンフィールド、ＮＰＯ法人オンザ
ロードが協力し、実施された企画。
招待内容：試合前の練習見学、ナイター観戦招待、8/9に石井コーチによる野球教室

マツダスタジアム
＜阪神戦＞

8/8 木

284 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。
対象者：小中学生の男女（初心者・経験者問わない）
授業内容：キャッチボール、打撃練習、守備練習など

キッズパーク 8/18 日
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285 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

カープの元選手（OB）による野球指導「ちゅーピーくらぶ　カープ野球クリニック」を開催。
野球塾よりも尐人数制で実施し、野球技術の向上を目指す。
対象者：小中学生の男女（経験者）
授業内容：ウォーミングアップ方法などの基本指導、バッティング指導を始め、守備指導
（野手志望者対象）、ピッチング指導（投手志望者対象）など。

キッズパーク 8/19 月

286 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

カープの元選手（OB）による野球指導「ちゅーピーくらぶ　カープ野球クリニック」を開催。
野球塾よりも尐人数制で実施し、野球技術の向上を目指す。
対象者：小中学生の男女（経験者）
授業内容：ウォーミングアップ方法などの基本指導、バッティング指導を始め、守備指導
（野手志望者対象）、ピッチング指導（投手志望者対象）など。

キッズパーク 9/6 金

287 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。
対象者：小中学生の男女（初心者・経験者問わない）
授業内容：キャッチボール、打撃練習、守備練習など

キッズパーク 9/7 土

288 野球振興 3
「デニムデザイン
ユニフォームセット」
チャリティーオークション

野村監督をはじめ、コーチ、選手が 8月23～25日対ヤクルト戦で着用したデニムユニ
フォーム上下（直筆サイン入り）、帽子のセット、 52名分のチャリティオークションを開催。
オークションの収益金は、経費を除いて尐年野球の振興に役立てる予定。

マツダ スタジアム
１階正面　特設会場

9/14～23 土

289 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。
対象者：小中学生の男女（初心者・経験者問わない）
授業内容：キャッチボール、打撃練習、守備練習など

キッズパーク 9/23 月・祝

290 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

カープの元選手（OB）による野球指導「ちゅーピーくらぶ　カープ野球クリニック」を開催。
野球塾よりも尐人数制で実施し、野球技術の向上を目指す。
対象者：小中学生の男女（経験者）
授業内容：ウォーミングアップ方法などの基本指導、バッティング指導を始め、守備指導
（野手志望者対象）、ピッチング指導（投手志望者対象）など。

キッズパーク 9/24 火

291 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

カープの元選手（OB）による野球指導「ちゅーピーくらぶ　カープ野球クリニック」を開催。
野球塾よりも尐人数制で実施し、野球技術の向上を目指す。
対象者：小中学生の男女（経験者）
授業内容：ウォーミングアップ方法などの基本指導、バッティング指導を始め、守備指導
（野手志望者対象）、ピッチング指導（投手志望者対象）など。

キッズパーク 11/8 金

292 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。
対象者：小中学生の男女（初心者・経験者問わない）
授業内容：キャッチボール、打撃練習、守備練習など

キッズパーク 11/9 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。
対象者：小中学生の男女（初心者・経験者問わない）
授業内容：キャッチボール、打撃練習、守備練習など

キッズパーク 11/17 日

294 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

カープの元選手（OB）による野球指導「ちゅーピーくらぶ　カープ野球クリニック」を開催。
野球塾よりも尐人数制で実施し、野球技術の向上を目指す。
対象者：小中学生の男女（経験者）
授業内容：ウォーミングアップ方法などの基本指導、バッティング指導を始め、守備指導
（野手志望者対象）、ピッチング指導（投手志望者対象）など。

キッズパーク 11/18 月

295 野球振興 3 Ｄoスポーツ 広島市教育委員会

広島市内5校の小学校にカープ選手が訪問。
選手達は、バッティング・キャッチボールのやり方やコツ等を実践を交えながら生徒に指
導。
ドッジボール対決や給食も一緒に食べ、シーズンオフならではの交流も行った。
訪問先：船越小学校
派遣選手（4名）：野村選手、堂林選手、安部選手、廣瀬選手

船越小学校 11/28 木



会場 実施日
No コード タイトル 関 係 先 内　　容

実  施　詳　細
区　分

296 野球振興 3 Ｄoスポーツ 広島市教育委員会

広島市内5校の小学校にカープ選手が訪問。
選手達は、バッティング・キャッチボールのやり方やコツ等を実践を交えながら生徒に指
導。
ドッジボール対決や給食も一緒に食べ、シーズンオフならではの交流も行った。
訪問先：舟入小学校
派遣選手（5名）：中田選手、戸田選手、磯村選手、上本選手、鈴木（誠）選手

舟入小学校 11/28 木

297 野球振興 3 Ｄoスポーツ 広島市教育委員会

広島市内5校の小学校にカープ選手が訪問。
選手達は、バッティング・キャッチボールのやり方やコツ等を実践を交えながら生徒に指
導。
ドッジボール対決や給食も一緒に食べ、シーズンオフならではの交流も行った。
訪問先：千田小学校
派遣選手（5名）：中村（恭）選手、今村選手、久本選手、木村選手、中東選手

千田小学校 11/28 木

298 野球振興 3 Ｄoスポーツ 広島市教育委員会

広島市内5校の小学校にカープ選手が訪問。
選手達は、バッティング・キャッチボールのやり方やコツ等を実践を交えながら生徒に指
導。
ドッジボール対決や給食も一緒に食べ、シーズンオフならではの交流も行った。
訪問先：己斐小学校
派遣選手（4名）：今井選手、會澤選手、松山選手、天谷選手

己斐小学校 11/28 木

299 野球振興 3 Ｄoスポーツ 広島市教育委員会

広島市内5校の小学校にカープ選手が訪問。
選手達は、バッティング・キャッチボールのやり方やコツ等を実践を交えながら生徒に指
導。
ドッジボール対決や給食も一緒に食べ、シーズンオフならではの交流も行った。
訪問先：祇園小学校
派遣選手（5名）：福井選手、小野選手、小窪選手、岩本選手、赤松選手

祇園小学校 11/28 木

300 野球振興 3
2013年びんごちゅーピー
カープ野球教室

中国新聞備後本社
野球指導へ参加。最後は記念撮影をして終了。
派遣選手（4名）：鈴木（将）選手、中村憲選手、戸田選手、美間選手

三原運動公園
野球場

12/1 日

301 野球振興 3
第4回清流旗争奪尐年軟式
野球大会
野球教室

南観マリナーズスポーツ尐年
団
南観音学区体育協会
広島清流ライオンズクラブ

野球大会前の開会式、野球教室、写真撮影へ参加。
派遣選手（2名）：久本選手、安部選手

草津球場 12/1 日

302 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

カープの元選手（OB）による野球指導「ちゅーピーくらぶ　カープ野球クリニック」を開催。
野球塾よりも尐人数制で実施し、野球技術の向上を目指す。
対象者：小中学生の男女（経験者）
授業内容：ウォーミングアップ方法などの基本指導、バッティング指導を始め、守備指導
（野手志望者対象）、ピッチング指導（投手志望者対象）など。

キッズパーク 12/6 金

303 野球振興 3 JA共済尐年野球教室
JA共済
（代理店：三晃社）

野球指導をはじめ、サイン会や記念撮影などへ参加。
派遣選手（5名）：福井選手・上村選手・上本選手・中東選手・松山選手

JA共済
尐年野球教室

12/7 土

304 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。
対象者：小中学生の男女（初心者・経験者問わない）
授業内容：キャッチボール、打撃練習、守備練習など

キッズパーク 12/7 土

305 野球振興 3 TAIKO野球教室 大晃機械工業株式会社
尐年野球への野球指導をはじめ、記念撮影などへ参加。
派遣選手（5名）：天谷選手・中田選手・松山選手・白濱選手・小野選手

田布施町
スポーツセンター

町民グランド
12/14 土

306 野球振興 3 広島国税局 野球教室 広島国税局厚生課
職員を対象とした野球教室をはじめ、サイン会や記念撮影などへ参加。
派遣選手（3名）：土生選手、武内選手、會澤選手

税務大学校
広島研修所

12/14 土

307 野球振興 3
2013年　第29回佐賀県出身
プロ野球県人会
尐年野球教室

神崎市神崎町
野球教室へ参加。
派遣（2名）：緒方コーチ、迎選手

神崎中央公園
グラウンド

（神崎市神崎町鶴）
12/15 日

308 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。
対象者：小中学生の男女（初心者・経験者問わない）
授業内容：キャッチボール、打撃練習、守備練習など

キッズパーク 12/15 日



会場 実施日
No コード タイトル 関 係 先 内　　容

実  施　詳　細
区　分

309 野球振興 3 カープ親子野球教室
野球教室をはじめ、質問コーナーなどへ参加。
派遣（5名）：玉木コーチ、永川（光）選手、森下選手、中村（亘）選手、鈴木（誠）選手

広島東洋カープ
由宇練習場

12/21 土

310 観光ＰＲ 5
市町村ＰＲ隊
「島根県」

島根県

大型ビジョン：試合前、試合中に観光宣伝（試合前LEDあり）
かば広場：特産品販売、観光PR
抽選プレゼント：20名様へ「戦国尼子グッズ詰め合わせ＆焼きさば寿司9切入」
来場者プレゼント：1,000名様へ「応援うちわ」
来場：飯南町マスコット「い～にゃん」

マツダスタジアム
＜中日戦＞

4/26 金

311 観光ＰＲ 5 ハワイアンナイト

「かば広場」にてハワイアンバンド「Na Kama」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ＰＲも行う。
始球式：ブライアン・タニグチ 様（ハワイ州議会上院議員）
贈呈式：ミスハワイ2名から「レイ」
5回裏終了時：フラダンサー、ちびっこフラダンサーによるCCダンス
抽選プレゼント：1名様へ「福岡ーホノルル ペア往復航空券」

マツダスタジアム
＜DeNA戦＞

5/6 月・休

312 観光ＰＲ 5
市町村ＰＲ隊
「竹原市」

竹原市

大型ビジョン：試合前、試合中に観光宣伝（試合前LEDあり）
かば広場：特産品販売、観光PR
来場者プレゼント：1,000名様へ「応援うちわ」
来場：竹原市【障害のある人の相談窓口】マスコット「かぐやパンダ」

マツダスタジアム
＜中日戦＞

5/12 日

313 観光ＰＲ 5 ご当地グルメフェア
5月14日（火）～6月9日（日）に交流戦期間限定で全国の「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 5/14～ 火

314 観光ＰＲ 5 ミシュランガイド PRイベント

「ミシュランガイド広島 2013 特別版」の発売を記念して広島の観光ＰＲイベントを開催。
始球式：ミシュランマンによる
抽選プレゼント：1名様へ「Velo MICHELIN Paris-Brest」（自転車）
かば広場：特設ひろしま観光ＰＲブースの設置
10名様へ「ミシュランガイド2013 広島 特別版」
5回裏終了時：ミシュランマンによるCCダンス

マツダスタジアム
＜ソフトバンク戦＞

5/15 水

315 観光ＰＲ 5
市町村ＰＲ隊
「松島観光協会」

松島観光協会（宮城県）

大型ビジョン：試合前、試合中に観光宣伝（試合前LEDあり）
かば広場：特産品販売、観光PR
1,500円以上お買い上げの方・お子様連れ様へはバルーンアートをプレゼント（先着100
名）

マツダスタジアム
＜楽天戦＞

5/26 日

316 観光ＰＲ 5
市町村ＰＲ隊
「府中市」

府中市

【5/28雤天中止分振替】
大型ビジョン：試合前、試合中に観光宣伝（試合前LEDあり）
かば広場：特産品販売、観光PR
来場：備後府中焼きマスコット「ミンチュー」

マツダスタジアム
＜日本ハム戦＞

5/29 水

317 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

大型ビジョン：試合前、試合中に観光宣伝（試合前LEDあり）
抽選プレゼント：10名様へ「壬生の花田植セット」
来場者プレゼント：計2,000名様へ「ひまわりグッドスマイル（花の種）」、「リーフレタスミック
ス（花の種）」、「応援うちわ」

マツダスタジアム
＜ロッテ戦＞

6/5 水

318 観光ＰＲ 5
市町村ＰＲ隊
「豊北町観光協会」

豊北町観光協会（山口県）

大型ビジョン：試合前、試合中に観光宣伝（試合前LEDあり）
抽選プレゼント：1名様へ「西長門リゾートのペア宿泊券」、10名様へ「豊北町特産品セッ
ト」
※豊北町特産品セットは、抽選引換所でさらにくじ引きをしていただいて受取商品が決ま
る。
来場者プレゼント：1,000名様へ「応援うちわ」、「観光パンフレット」

マツダスタジアム
＜巨人戦＞

6/25 火

319 観光ＰＲ 5
市町村ＰＲ隊
「北広島町」

北広島町
大型ビジョン：試合前に観光宣伝（LEDあり）
抽選プレゼント：10名様へ「北広島町特産品セット」
かば広場：特産品販売（お買い上げの方へ先着で抽選会実施）、観光PR

マツダスタジアム
＜巨人戦＞

6/26 水



会場 実施日
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320 観光ＰＲ 5
市町村ＰＲ隊
「島根県」

島根県

大型ビジョン：試合前、試合中に観光宣伝（試合前LEDあり）
抽選プレゼント：20名様へ「島根県石見地方、各施設ご招待券」
来場者プレゼント：1,000名様へ「応援うちわ」、2,000名様へ「源氏草枕」か「利久饅頭」
かば広場：特産品販売、パンフレット配布
来場：大田市マスコットキャラクター「らとちゃん」
津和野町イメージアップキャラクター「つわみん」

マツダスタジアム
＜中日戦＞

7/15 月・祝

321 観光ＰＲ 5
市町村ＰＲ隊
「美祢市」

山口県美祢市

大型ビジョン：試合前、試合中に観光宣伝（試合前LEDあり）
抽選プレゼント：10名様へ「三洞周遊共通ペアチケット」
10名様へ「秋吉台サファリランドペアご招待券」
来場者プレゼント：1,000名様へ「秋芳洞・大正洞・景清洞のうち1洞半額券」、1,000名様へ
「秋吉台サファリランド入園半額券」
かば広場：観光PR
来場：秋吉台サファリランド「ホワイトタイガーの着ぐるみ」

マツダスタジアム
＜中日戦＞

7/17 水

322 観光ＰＲ 5
市町村ＰＲ隊
「山口市」

山口市

大型ビジョン：試合前、試合中に観光宣伝（試合前LEDあり）
抽選プレゼント：10名様へ「山口市特産品詰め合わせ」
かば広場：特産品販売、観光PR
来場：山口市観光PRイメージキャラクター「おおちゃん」、「うっちー」

マツダスタジアム
＜中日戦＞

7/17 水

323 観光ＰＲ 5 庄原市特産品販売 庄原市観光協会連合会
「庄原デー」とし、特産品販売や観光PRまどを行う。
かば広場：庄原市特産品販売
イベントスペース：庄原市「君のいるまち」PR、観光PR、特産品販売など

マツダスタジアム
＜ヤクルト戦＞

7/28 日

324 観光ＰＲ 5
市町村ＰＲ隊
「岩国市」

山口県岩国市

大型ビジョン：試合前、試合中に観光宣伝（試合前LEDあり）
来場者プレゼント：3,000名様へ「応援うちわ」
かば広場：特産品販売、錦帯橋模型・岩国寿司模型の展示
来場：岩国錦帯橋空港PRキャラクター「ソラッピー」
岩国れんこんPRキャラクター「はぁすちゃん」

マツダスタジアム
＜DeNA戦＞

7/31 水

325 観光ＰＲ 5
市町村ＰＲ隊
「広島県央商工会」

広島県央商工会
大型ビジョン：試合前、試合中に観光宣伝（試合前LEDあり）
抽選プレゼント：10名様へ「県央地域の（河内町・豊栄町・福富町）特産品セット」
かば広場：特産品販売、観光PR

マツダスタジアム
＜DeNA戦＞

7/31 水

326 観光ＰＲ 5
日南・由宇・庄原
3地区合同特産品販売

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

日南市の大型観戦に合わせて実施。
始球式：日南市長　﨑田 恭平 様
贈呈式：2013日南市サンフレッシュレディ2名
抽選プレゼント：3地区より、各地区の特産品（計50名様へ）
かば広場：3地区の合同特産品販売・観光ＰＲ
来場：日南市観光ＰＲキャラクター「にちなんぢゃ様」

マツダスタジアム
＜巨人戦＞

8/10 金

327 観光ＰＲ 5
由布院’s BAR
×味力全開！さいき市場

由布院温泉観光協会
佐伯市観光協会

始球式：由布市長　首藤 奉文　様
贈呈式：由布市キャンペーンレディ・さいきキャンペーンレディ・由布市長・佐伯市長
かば広場：特産品販売、抽選会（佐伯市）、観光PR
来場：大分県応援団“鳥”「めじろん」、由布市公式マスコットキャラクター「ゆーふー」

マツダスタジアム
＜DeNA戦＞

8/27 火

328 観光ＰＲ 5
市町村ＰＲ隊
「下関市」

山口県下関市

大型ビジョン：試合前、試合中に観光宣伝（試合前LEDあり）
来場者プレゼント：1,000名様へ「レトロソーセージ」
始球式：下関市長　中尾 友昭　様
かば広場：特産品販売、観光PR
来場：巌流島PRマスコットキャラクター「がんりゅう小次郎くん」、「しものせき武蔵くん」
海響館マスコットキャラクター「ペン太」

マツダスタジアム
＜DeNA戦＞

8/29 木
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329 観光ＰＲ 5
市町村ＰＲ隊
「南九州3県（宮崎・鹿児島・
熊本）」

南九州3県合同キャンペーン

大型ビジョン：試合前、試合中に観光宣伝（試合前LEDあり）
抽選プレゼント：10名様へ「特産品詰合せ」
来場者プレゼント：1,000名様へ「応援うちわ」
かば広場：「くまモン」（熊本県）による「くまモン体操」、パンフレット配布（1,000名様）
来場：熊本県PRキャラクター「くまモン」
宮崎県シンボルキャラクター みやざき犬の「むぅ」

マツダスタジアム
＜中日戦＞

9/4 水

330 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

大型ビジョン：試合前、試合中に観光宣伝（試合前LEDあり）
抽選プレゼント：10名様へ「徳佐りんご6個入り1箱」
かば広場：徳佐りんごの試食、りんごのアンケート（先着50名様に徳佐りんご1個）、
400名様へパンフレット配布
来場：山口市観光PRイメージキャラクター「うっちー」

マツダスタジアム
＜中日戦＞

9/4 水

331 観光ＰＲ 5
市町村ＰＲ隊
「島根県」

島根県

大型ビジョン：試合前、試合中に観光宣伝（試合前LEDあり）
抽選プレゼント：20名様へ「松江フォーゲルパーク無料招待券」
来場者プレゼント：1,000名様へ「応援うちわ」
かば広場：特産品販売、パンフレット配布
来場：松江フォーゲルパークより「ペンギン」が2匹
島根県観光キャラクター「しまねっこ」

マツダスタジアム
＜巨人戦＞

9/14 土

332 観光ＰＲ 5
市町村ＰＲ隊
「岡山・倉敷
観光推進協議会」

岡山・倉敷観光推進協議会

大型ビジョン：試合前、試合中に観光宣伝（試合前LEDあり）
抽選プレゼント：10名様へ「シャインマスカット」もしくは
「デニムトートバッグとティッシュケースセット」のどちらか　※再度抽選
かば広場：アンケート特設ブース（先着で1,000名様に「ミニタオル」）、パンフレット配布
来場：岡山県倉敷市の魅力をPRする「倉敷小町」1名

マツダスタジアム
＜巨人戦＞

9/16 月・祝

333 観光ＰＲ 5
市町村ＰＲ隊
「竹原市」

竹原市

大型ビジョン：試合前、試合中に観光宣伝（試合前LEDあり）
来場者プレゼント：1,000名様へ「クリアファイル」
かば広場：特産品販売、パンフレット配布
来場：「障害のある人の相談窓口」を周知する事業を実施する過程で誕生した
マスコットキャラクター「かぐやパンダ」

マツダスタジアム
＜巨人戦＞

9/16 月・祝

334 観光ＰＲ 5
市町村ＰＲ隊
「中国・四国地区農協青壭年
組織協議会」

中国・四国地区農協
青壭年組織協議会

大型ビジョン：試合前、試合中に観光宣伝（試合前LEDあり）
来場者プレゼント：1,200名様へ「中国四国産の農産物」
抽選プレゼント：20名様へ「中国四国産の特産品」

マツダスタジアム
＜巨人戦＞

9/16 月・祝

335 観光ＰＲ 5
市町村ＰＲ隊
「府中市」

府中市
大型ビジョン：試合前、試合中に観光宣伝（試合前LEDあり）
かば広場：「府中焼き」実演販売、パンフレット配布
来場：府中焼きマスコットキャラクター「ミンチュー」

マツダスタジアム
＜阪神戦＞

10/2 水


