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◆開催日時    1日目 2011年9月10日（土）11：00～17：00 
             2日目       9月11日（日）10：00～18：00 
 
◆会場       山下公園／横浜市中区山下町279 
 
◆総出店社数   11社 

            （※敬称略）アットエフ／岩手県・田野畑村／カリカチュアジャパン／コカ・コーラセントラルジャパン 
                   ドリームエンジェル／ＮＰＯ法人ＪＦＳＡ／ＮＰＯ法人横浜ガストロノミ協議会／ 
                   パルシステム生活協同組合／フラハワイ／宮城県・気仙沼市／宮城県・南三陸町 

                           

来場客数 

9月10日（土） 
晴れ 

最高 27.6°／最低 21.4° 
平均 24.1° 

9月11日（日） 
晴れ 

最高 27.°／最低 21.2° 
平均 23.9° 

9800人 12000人 

合計21,800名 

■主催：東日本大震災復興支援フェスティバル横浜実行委員会 
■共催：横浜市 
■後援：ハワイ州観光局／横浜市中区／横浜観光コンベンションビューロー／ 
      気仙沼市／南三陸町 
■協力：88teets／Infanta Malaria Prenention Foundation／フラハワイ／ 
     日本経済人懇話会青年真志塾 
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深堀圭一郎（ふかぼり けいいちろう） 
プロゴルファー 
テレビ東京系「ゴルフの真髄」レギュラー番組のMC。 
得意クラブ；アイアン 
2003年 日本オープンゴルフ選手権競技 優勝。（含む ツアー通算８勝） 
2005年は年間2勝を挙げて、賞金ランキングでも3位に入るなど、その存在を強烈
に印象づけた。その実力とクリーンなイメージが認められ、2007年には 日本ゴ
ルフツアー機構（JGTO）選手会長に就任。自身の活躍によりツアー全体の盛り上
がりを図る。アマチュアゴルファーにもわかりやすい丁寧な解説にも定評がある。 
2月に足の足底部の手術をして ９月15日の全日空オープンよりいよいよ復帰予
定。 

佐藤弘道（さとう ひろみち） 
タレント 
日体荏原高等学校卒業後、日本体育大学体育学部に入学。 

大学卒業後は、世田谷区教育委員会の教育指導員を経てスポーツクラブのイ
ンストラクターとなる。 
1993年4月よりNHK「おかあさんといっしょ」第10代目体操のお兄さんを12年間務
め、体操のコーナーだけでなくイベント、歌のクリップなどでも活躍し、2005年3月
に体操のお兄さんを卒業した。 
2002年1月、有限会社エスアールシーカンパニーを設立。子供たちと指導者の

ためのスポーツクラブを立ち上げ、全国で親子体操教室や幼児体操教室、保育
士講習会などを行う。 

オオゼキ タク 
横浜市出身 
シンガーソングライター 
地元横浜でライブ活動を展開しながら、オリジナル曲を制作。 
ストリートでのふれあいやそこでの出会いがきっかけとなったCF音楽に携わる
中で、古き良き邦楽や洋楽(UK中心)の美メロに心を打たれ、せつなくてPOP＝
“セツナPOP”な歌うたいになろうと決心。 
まっすぐで透明な歌声と、類まれなるメロディメイクの才能を武器に2004年10
月にシングル「群青グラフィティ」でデビュー。 

＜ステージコンテンツ＞ 

＜告知ツール＞ 

＜イベントチラシ＞ 
5000枚ダウンロード 
10000枚配布 
（横浜市内・都内コンサート会場など） 

＜フェスティバル公式HP＞ 
http://www.tiptopinc.co.jp/yokohama-fes/ 
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文子Mapuana川本  
（あやこ マープアナ かわもと） 
フラ教室主宰 

横浜馬車道にスタジオ「ハーラウフラナーレイオフラ」を構
えフラを指導。ハワイのフラの師レイアロハ・アミナより本
格的なフラの卒業を習得。 
０３年 フラ・ホオラウナ・アロハ (オアフ島開催・フラの大
会) ワヒネソロ部門優勝を持つ。 
 

Kage（かげ） 
カリカチュアジャパン株式会社代表取締役、代表アーティスト。 
カリフォルニアを拠点に、約6年間で全米500件のイベント・パーティにてカリ
カチュアサービスを提供。帰国後、カリカチュアジャパン株式会社を起業。 
カリカチュア世界大会にて史上初の３冠優勝。他国際大会に於いて19の受
賞歴を持っている。2007年Newsweek『世界が尊敬する日本人100』に選出。 

現在は活動の拠点を日本に移し、アーティストとして、経営者として、数々の
メディアに出演。中でも、テレビ東京〝ソロモン流〟は大きな反響を呼んだ。 

カリカチュアを通して、一人でも多くの人に笑い・感動・サプライズを提供した
いという夢を実現する為、多方面にて活動をしている。 

尾飛良幸（おび よしゆき） 
マルチシンガーソングライター 

作詞、作曲、編曲家として映画、演劇、アイドル、アニメ、ゲーム等、多方
面に楽曲提供。その作風は変幻自在。 
また自分自身もシンガーとして定期的にライブを行う。 
その凛とした透明感と他の追従を許さない迫力ある歌声は「Diamond 
Voice」と言われている。 
そして、これまでに約250本のライブイベントを開催。 
Singer songwriterとSingerのトレーナーとして2,000人以上の指導歴。 

進藤晶子（しんどう まさこ） 
フリーキャスター 
神戸松蔭女子学院大卒業後、94年にＴＢＳにアナウンサーとして入社。「Ｎ
ＥＷＳ２３」のャスターを務める。99年10月から「ニュースの森」のメインキャ
スターとして活躍。01年3月、ＴＢＳを退社。その後アナウンサーを経て独立

。朗読、エッセーの執筆の他、各界の著名人数百人を取材するなどインタ
ビューアーとしても活躍する。慶応義塾大学大学院で「在宅介護」をテーマ
に研究し、修士課程修了。 

遠藤拓郎（えんどう たくろう） 
医学博士  
スリープクリニック調布院長 
祖父の代から三代に亘り80年以上睡眠の研究を続けている。東京慈恵会以下

大学卒業、大学院医学研究科修了、スタンフォード大学、チューリッヒ大学、カリ
フォルニア大学サンディエゴ校へ留学。東京慈恵会医科大学助手、北海道大学
医学部講師を経て、スリープクリニック調布を開院。2007年スリープクリニック銀
座、2009年スリープクリニック青山。主な著書に「4時間半熟睡法」「朝５時半起

きの習慣で、人生はうまくいく！」「合格を勝ち取る睡眠法」「睡眠はコントロール
できる」。近著に「天才児を育てる！睡眠育児書」がある。 
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池谷直樹（いけたに なおき） 
タレント 
モンスターボックス世界記録保持者（23段・3ｍ06cm） 
TBS「芸能人スポーツマンNO.1決定戦」総合NO.1(‘99 ‘03 ‘04)  
TBS「プロスポーツマンNO.1決定戦」総合NO.1（‘09 

マット運動の苦手な子どもたち。もっと上達したい子供たちに、池谷直樹が学
校の体育の時間では教えてもらえない「マット運動」の基礎・応用をお教えし
ます。池谷直樹自ら見本を見せ、子供たちに刺激とやる気を与えます。 
池谷直樹の宙返りや・バク転などの動きも必見。 

高橋洋樹（たかはし ひろき） 
歌手 
1986年TVアニメ「ドラゴンボール」主題歌「魔訶不思議アドベンチャー！」で人気をは
くす。音楽制作ディレクターとして、幾多の作品を手掛けるも、1994年には音楽活動
を離れ建築測量技師に。2004年「ドラゴンボール」ブーム再熱。熱いリクエストに請
われ「魔訶不思議アドベンチャー！」を再レコーディング。13年ぶりに音楽活動を再
開。特撮ヒーロードラマ「超星艦隊セイザーXOP/EDテーマ『超星艦隊セイザーX/ジャ
ンプだ！僕らのセイザーX』」を立て続けにリリース。その後は数々のイベントに出演
、活躍中！ 

有薗啓剛（ありぞの けいごう） 
守上大輔（もりがみ だいすけ） 
プロマウンテンバイクライダー 
1978年9月3日生まれ 京都府出身 
‘96 バイクトライアル世界選手権エキスパートクラス
Champion 
’95〜‘02 バイクトライアル全日本Champion(8年連続) 
’04〜‘08春 マッスルミュージカル出演 
’08冬 Cirque du soleil“Wintuk”出演 (New York) 
‘09冬 Cirque du soleil“Wintuk”出演 (New York) 

ＢＡＡ ＪＯ（バージョ） 
Baa Jo（バージョ）とはガーナのガ族の言葉で『こっちに来て踊ろう！』と言う
意味です。ガーナでは音楽がそこで始まると、側に居る人々に『Baa Jo！』と
誘います。 
『一緒に踊って楽しもうよ！』と言っているのです。 
“BAA JO”ではガーナの雰囲気を日本でも感じて頂きたく活動しております。 
音楽は身体で楽しむもの。そんな音楽をお届けしたいと思います。 

新選組リアン（しんせんぐみりあん） 
 
日本テレビ系のバラエティ番組から誕生した 
男性アイドルグループ 

他多数賛同アーティスト出演 
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会場に展示された復興支援ステッカーの貼られたレーシングカー。 
100円の寄付をするとシートに座って撮影ができました。 

大勢の来場客で連日ブースは賑わいました 

ステージでは1日中いろいろな催し物が開催されました 

88teesのＴシャツ販売ブース。 
出演者である佐藤弘道さんが販売員となって 
ご協力くださいました。 

実行委員長東国原英夫さんの挨拶で 
2日間にわたるフェスティバルは幕を閉じました。 

ガストロノミ協議会のカレーは 
連日大行列でした。 

会場の様子 

復興支援に取り組んだ今回のフェスティバルでは 
企業様をはじめ沢山のアーティスト様のご協力により 
大盛況にて終える事ができました。 
 
また江原啓之さんや衆議院議員の小野寺五典先生からの 
メッセージをコカ・コーライベントカーから放送できた事や 
気仙沼市長からのお手紙が紹介できた事は 
大変素晴らしい事と思っております。 
 
漫画家の浦沢直樹先生や江原啓之さんのご協力により 
サインＴ－シャツのオークションが開催できた事も大きな力となりました。 

江原啓之さんのメッセージ入りのサインも
オークションで販売されました。 
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記者会見 記事 

ヨコハマ経済新聞より（2011年09月10日） 

NPO法人横浜ガストロノミ協議会のメンバー 

山下公園（横浜市中区山下町279）で9月10日と11日、「横浜・東日本大震災復

興支援フェスティバル」が開催される。 同イベントは食を通した被災地支援で、
自然の恩恵や「食」に関わる人々の活動に改めて感謝することや、「食」を通じ
た人と人とのつながりを実感するきっかけづくりとして実施する。2日間で3万人

の来場者を見込む。主催は東日本大震災復興支援フェスティバル横浜実行委
員会（東国原英夫実行委員長）。～略～ 

webザテレビジョン 9月5日(月)16時31分配信 

  

イベントに登場した佐藤弘道さん 

「横浜 東日本大震災復興支援フェスティバル」記者発表が9
月5日都内にて行われ、佐藤弘道が登場した。神奈川県横浜
市の山下公園にて9月9日（金）と10日（土）に行われるイベン

トのこと。東国原英夫が実行委員長を務め、東北や横浜の食
材を用いたチャリティーカレーの販売などを行う。～中略～
「何かお役に立てればと思い、参加することにしました」とフェ
スティバルを盛り上げることへの意気込みをコメント。さらに
「当日は子供と遊びたい！ 一人でも多く、フェスティバルに足
を運んで欲しい」と呼びかけていた。 

かなマグ.net(2011.9.5渋谷マウントレーニアホール) 

大震災からちょうど半年目の、9月10日(土)11日(日)に、横浜・
山下公園で「東日本大震災復興支援フェスティバルin横浜」
が開催される。5日、記者会見が渋谷・マウントレーニヤホー
ル（渋谷区道玄坂）で行われた。会見には、NPO法人日本ガ
ストロノミ協議会理事長・今平茂さん（写真後列右から2番目）、
事務局長・福山哲郎さん（同3番目）、日本経済人談話会 青
年真摯塾幹事長・小川榮太郎さん（同左から3番目）、フェス
ティバル賛同者・佐藤弘道さん(同2番目)、パフォーマンス集
団・TAMAセンジャーマルカルAG（写真前列中央の3人）、シン
ガーソングライター尾飛（おび）良幸さん(写真後列右から4番
目)、shuさん(同5番目)、横浜市中区のキャラクター・スィン
ギー(同一番左)、横浜市資源循環局マスコット・ミーオ(同一番
右)、同フェスティバル実行委員会事務局長、岩田彰徳さん
(写真前列右から2番目)が出席した。～略～ 

決意を新たにする賛同者たち 
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http://www.hamakei.com/headline/photo/6367/
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20110905-00000017-the_tv-ent
http://rd.yahoo.co.jp/media/news/cobrand/the_tv/SIG=110829epu/*http%3A/www.television.co.jp/
http://kanamag.net/archives/15861/%e8%b3%9b%e5%90%8c%e8%80%85%e5%85%a8%e5%93%a1%e9%9b%86%e5%90%88


朝日新聞 
9月11日  

広報よこはま９月号 
9月 

新聞各紙 記事 

週末お出かけ情報で紹介されました。 
         DJ 亀井佐代子さん 

Inter FM 「Global Satellite」9月9日 
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スポーツニッポン  
8月31日  

東京中日スポーツ  
9月6日  

サンケイスポーツ  
9月3日  

デイリースポーツ  
9月8日  

日刊スポーツ  
9月8日  
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はまれぽ.com2011/09/11 

①開会式冒頭で黙とうをささげる、中区のキャラクター「スウィンギー」 
②イベント開始直後から列をなす、カレーブース 
③「ホテルモントレ横浜」の味が楽しめる 
④東北が元気になればと昼休みにごみ拾いをする警備員 
⑤NPO法人横浜ガストロノミ協議会理事長の今平氏 
⑥横浜在住の子どもたちによるチアリーディングで、幕が開いた 
⑦本物のレーシングカーははじめてという佐藤さんご一家 
  車は子供たちの夢なので、楽しんでいます 
⑧「石のステージ」で子供たちに体操を教える池谷直樹氏 

9月10日と11日の両日、中区にある山下公園で「東日
本大震災復興支援フェスティバル」が開催されている。 
 

その主な目的とは、集まった義援金と売り上げの一部
を寄付し、被災地の子供たちを横浜林間学校プログラ
ムへ招待するというものだ。売り上げの一部を寄付する
一般的なイベントとは趣旨が違うようだ。～略～ 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 

地球の歩き方.com／国内・横浜特派員 
山下 トルテ （2011.9.10)  arukikataco.jp 

会場では１枚購入するともう１枚が被災地に贈られる
【BIG Family】Tシャツの販売や 

売上の一部を、被災地の子供たちを横浜に招待する
ための義援金として寄附される 

東北産・横浜産の食材を使ったチャリティーカレー（５０
０円）が販売されていました。～中略～チャリティーカ
レーの参加店舗は横浜の名だたるホテルやレストラン
が名を連ねておりまして、ビシッと決まったコック集団
が盛りつけてくれるカレーは一味違うような気がいたし
ます。 

①イベント看板 
②特製「88tees」Tシャツ¥2000 
③チャリティーカレーを作るシェフたち 
④石のステージでは「プロゴルファー深堀圭一郎のゴルフレッスン」が 
 行われていました 

① ② 

③ ④ 

レポート 記事 
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http://hamarepo.com/index.php
http://tokuhain.arukikata.co.jp/yokohama/images/20110910_ %E6%9D%B1%E6%97%A5%E6%9C%AC%E9%9C%87%E7%81%BD%E5%BE%A9%E8%88%88%E6%94%AF%E6%8F%B4%E3%83%95%E3%82%A7%E3%82%B9JPG %282%29.JPG
http://tokuhain.arukikata.co.jp/yokohama/images/20110910_ %E6%9D%B1%E6%97%A5%E6%9C%AC%E9%9C%87%E7%81%BD%E5%BE%A9%E8%88%88%E6%94%AF%E6%8F%B4%E3%83%95%E3%82%A7%E3%82%B9JPG %2810%29.JPG
http://tokuhain.arukikata.co.jp/yokohama/images/20110910_ %E6%9D%B1%E6%97%A5%E6%9C%AC%E9%9C%87%E7%81%BD%E5%BE%A9%E8%88%88%E6%94%AF%E6%8F%B4%E3%83%95%E3%82%A7%E3%82%B9JPG %2822%29.JPG
http://tokuhain.arukikata.co.jp/yokohama/images/20110910_ %E6%9D%B1%E6%97%A5%E6%9C%AC%E9%9C%87%E7%81%BD%E5%BE%A9%E8%88%88%E6%94%AF%E6%8F%B4%E3%83%95%E3%82%A7%E3%82%B9JPG %2818%29.JPG


出演者ブログより① 

深堀圭一郎（プロゴルファー）2011.09.10 17:18 
イベント終了！ 
 
イベントが無事に終わりました！  
写真で着ているTシャツが今回のチャリティーの一環で、
一枚購入するともう一枚が被災地に贈られます。  
僕も10枚ほどチャリティーのお手伝いをさせて いただ
きました！  

一緒に写っているのは今回のイベントを企画・運営して
いる横山さんです(^-^)  

明日もイベントは続くようなので皆さんも是非足を運ん
でみてください(^^)/ 

進藤晶子（フリーキャスター）2011.09.14 22:39 
横浜・東日本大震災復興支援フェスティバル 
 
先日、横浜の山下公園で開催された 
チャリティーイベントのお手伝いをさせていただきました。 
 
東北のこどもたちを横浜に招待するのが目的です。 
 
これから毎年開催予定です。 
私も長く関わっていけたらと思っています。 

ハワイのTシャツショップ『８８TEES』のオリジナルTシャツ。 
一枚購入すると、もう一枚が被災地のみなさんにプレゼントされます。 

長崎真友子（フリーアナウンサー）2011.09.10 
横浜・東日本大震災復興支援フェスティバル 
 
復興支援に賛同した方々がゲストです！ 
東国原元宮崎県知事が実行委員長で、 

弘道お兄さんや池谷直樹さん、深堀圭一郎プロと奥様の
進藤晶子アナ、高橋洋樹さんや新撰組リアンさんなどなど、
層々たる顔ぶれがそろっています！東日本のために自分
自身が何ができるかを考えたうえでみなさん参加されてい
ます。~中略~ 
そんなイベントの私にとっての最大の魅力は… 
Hawaiiのブランド、『88Tees』のオーナーさんが東日本大震
災のために何かしたいと作成してくれた 
オリジナルＴシャツ。~中略~ 
ちなみに、被災地に贈る分も含め、一着2000円です！ 

そして、もし明日、イベントに来ることができる方はぜひ、
いらしてくださいね 
お待ちしています 
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出演者ブログより② 

佐藤弘道（タレント）2011.09.11 
幸せな一日！ 
 

今日は横浜の山下公園で行われた「東日本大震災復
興支援フェスィバル」に参加させて頂きました  
出番前は復興支援の為のTシャツ販売にも参加し、たく
さんの皆さんにご購入して頂きました  
皆さんありがとうございましたm(__)m  ~中略~ 

イベント終了後には、たくさんの皆さんが義援金のご協
力をしてくれたのは、涙が出るほど嬉しかったです。こ
れからも出来る事をしっかりやっていきたいと思います 
 

Kage（カリカチュア・ジャパン代表）2011.09.11 
横浜・東日本大震災復興支援フェスティバル参加！ 
 
横浜・山下公園にて行われました、 

『横浜発東日本大震災復興支援フェスティバル』に参
加してきました。見事な快晴！ 

昨日は伊藤小百合＆一之宮昂大が、本日は鈴木恵＆
一之宮昂大が、それぞれライブスケッチを行いました 
~中略~ 
カリカチュアのデモンストレーションも行いました。 

灼熱の炎天下の中、かわいらしい未来の日本代表を
お描きしました 

尾飛良幸（ﾏﾙﾁｼﾝｶﾞｰｿﾝｸﾞﾗｲﾀｰ）2011.09.11 
あれから半年 復興支援イベント２日目終了 
 

横浜山下公園で２日間に渡り開催されておりました、
「東日本大震災復興支援イベント」無事終了致しました。 

本当にたくさんの方のお力添えにより、素晴らしいイベ
ントになりましたこと、心よりお礼申し上げます。 
どうもありがとうございました 
~略~ 
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義援金・入金 

横浜・東日本大震災復興支援フェスティバル 義援金リスト 

  氏     名 金    額 

1 会場内義援金箱 117,737 

2 ハーラウフラナーレイオフラ参加者一同（38名）様 76,000 

3 ハーラウフラナーレイオフラ参加者以外 様 11,411 

4 川本文子 様 30,000 

5 株式会社 BOB 様（愛知県一宮市） 50,000 

6 Tシャツオークション 43,500 

7 尾飛 良幸 様 売上金より 2,500 

8 CCCJ 様 売上金より 29,400 

9 ドリームエンジェル様より 9,231 

      

  合      計 369,779 
2011.11.01 現在 

横浜・東日本大震災復興支援フェスティバル 入金リスト 

  名     目 金   額 

1 特別協賛 CCCJ様 1,050,000 

2 横浜市 500,000 

3 NPO法人 ガストロノミ協議会 420,318 

4 パルシステム 126,000 

5 カリカチュアジャパン 22,050 

6 日本経済人懇話会青年真志塾 40,000 

7 88tees Tシャツ （３１６枚） 626,750 

  
（製作費・航空便 88tees ５０万円 チップトップ 
100万円） 

  

8 アットエフ（キッチンカー３台）食券23,400 150,000 

9 NPO法人 JFSA（フリーマーケット出店料） 20,000 

10 フラハワイ 売上 15,000 

11 ゴミ袋販売 1,500 

    2,971,618 

      

  入金 総合計 3,341,397 
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