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株式会社キョーワ

有限会社オキタ設備

鉄実興業
株式会社

株式会社 聖の剛 株式会社三桝嘉七商店

　これまで起きた災害の経験や教訓をこれからの防災・減災へ
つなげるための取り組みです。今年も3月1日〜31日の期間中、
以下の企業・団体様とともに、防災・減災の大切さを訴えました。

広 が る 防 災・減 災 の 輪
「 防 災・減 災プロジェクト」

 〜 私 たち は 、忘 れ な い 。〜

◆ゴールドパートナー◆

愛知クレジットサービス
株式会社

愛知スズキ販売
株式会社

愛知トヨタ自動車
株式会社 アインズ株式会社 青山学院大学 有限会社アクアサポートイチダ　

1toSWIM スイミングスクール 株式会社アトコ 石留石材株式会社

大塚オーミ陶業
株式会社 株式会社大野石油店 大宮ホコ天

ライブパフォーマンス 岡崎信用金庫 岡山県貨物運送
株式会社

岡山トヨペット
株式会社

岡山プラザホテル
株式会社

株式会社奥村組
東日本支社

株式会社クラブハリエ 株式会社
ケイコーポレーション

株式会社 KT グループ 公益財団法人
献血供給事業団 甲賀高分子株式会社 河本工業株式会社 コカ・コーラボトラーズ

ジャパン株式会社
株式会社

コムズコーポレーション

ＪＡしが女性協議会 株式会社滋賀銀行 滋賀県蒲生町
農業協同組合

滋賀県農協
健康保険組合

株式会社滋賀県農協
電算センター 滋賀県立八幡高等学校 滋賀トヨペット

株式会社
滋賀双葉ビル整備

株式会社

一般社団法人
生命保険協会山口県協会

全国土木建築
国民健康保険組合

全国農業協同組合
連合会滋賀県本部

公益財団法人仙台
フィルハーモニー管弦楽団 綜合警備保障株式会社 株式会社ソラシドエア 株式会社ダイカン 大同端子製造株式会社

株式会社
椿本チエイン埼玉工場 株式会社ティーガイア 株式会社テレビ東京 株式会社 天満屋　

岡山店 東洋染工株式会社 株式会社敏塾 株式会社トマト銀行 豊郷町

長野エフエム放送 株式会社長野銀行 長野県信用組合 株式会社名古屋
グランパスエイト 西陣織工業組合 西鉄旅行株式会社 西びわこ農業協同組合 西村建設株式会社

株式会社八十二銀行
（豊科支店） 株式会社ハローズ 東近江市立

五個荘中学校 久光製薬株式会社 広島ガス株式会社 株式会社広島銀行 公益社団法人広島県
公共嘱託登記土地家屋調査士協会 株式会社フェニックス

社会福祉法人
米原市社会福祉協議会 米原市役所 株式会社丸久 ミカド電子株式会社 株式会社三越伊勢丹

ホールディングス みどりグループ 株式会社三宅商事 株式会社もみじ銀行

赤十字を発信するAction

◆ パ ートナー ◆

◆シルバーパートナー◆

全国262の企業・団体が参加
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三和産業株式会社

東京都路里
ARCHITECTS

日輪工業株式会社

企業・団体様から活動内容と、プロジェクトに対する想いをお聞きしました。v o i c e s  f r o m  s u p p o r t e r s

ワタキューセイモア 株式会社 様

「感謝の気持ち」と
「謙虚な姿勢」で社会貢献を。

　ワタキューセイモア株式会社では、全
国に40箇所ある支店・営業所でのポス
ターの掲示、啓発活動等に２年連続で
協力し、防災・減災意識の向上に努めて
います。過去の災害の経験を忘れること
なく、今後とも社是である「心」を込めて、
日本赤十字社の防災・減災活動を支援
していきたいと思います。

参 加 企 業 の声

株式会社
ウェザーニューズ

宇部流通サービス
株式会社

学校法人梅村学園
中京大学 株式会社エイム ANAクラウンプラザ

ホテル広島 株式会社 AT グループ AT グループ
健康保険組合

株式会社
AT ビジネス

オプテックスグループ
株式会社

株式会社
神奈川トヨタ自動車 ホテル西長門リゾート 川崎純情小町☆ 北びわこ農業協同組合 草津市農業協同組合 株式会社

クマヒラセキュリティ
NPO 法人

クライシスマッパーズ・ジャパン

株式会社西京銀行 埼玉ヤマト株式会社 斎藤製菓株式会社 株式会社
サガミホールディングス

株式会社
鷺宮製作所狭山事業所 株式会社サタケ 澤田建設株式会社 株式会社シーエナジー

四季株式会社 シーモールしものせき シヤチハタ株式会社 株式会社シンコー 株式会社眞照 諏訪信用金庫 生活協同組合コープ
やまぐち 株式会社成通

大和情報サービス
株式会社 湘南モールフィル 竹内工業株式会社 株式会社たねや 中外テクノス株式会社 株式会社中国銀行 中国電設工業株式会社 株式会社

中電オートリース 蔦井株式会社

トヨタ L ＆ F 中部
株式会社

トヨタカローラ愛豊
株式会社

トヨタ情報システム愛知
株式会社

トヨタホーム愛知
株式会社

株式会社トヨタ
レンタリース愛知

公益財団法人豊橋市
国際交流協会 株式会社とりせん 有限会社中里商店

株式会社
日清製粉グループ本社

日本郵便株式会社
豊能地区連絡会郵便局

ネッツトヨタ愛知
株式会社

ネッツトヨタ東海
株式会社

株式会社農協観光
滋賀支店

株式会社 ハーモニック・
ドライブ・システムズ

ハウス食品グループ本社
株式会社 博物館明治村

一般社団法人
深谷防災ネットワーク 株式会社福重 平和タクシー

株式会社
株式会社

ヘルスビューティー
一般財団法人

防災教育推進協議会　 ホテルオークラ東京 株式会社
ボルテックスセイグン 舞鶴グランドホテル

リコージャパン
株式会社 栗東市農業協同組合 両備ホールディングス

株式会社 YKK AP 株式会社 株式会社ワンダーランド

株式会社テレビ東京 様

　（株）テレビ東京では、例年、「わたしたちは、忘れな
い。」キャンペーンと連動し、宮城の障がい者就労支援
団体が作る商品や、東北地方の名産品を社内販売する

「チャリティマルシェ」を開催。今年は、社員の防災意識
の向上のため、パネル展示やバッジ配布に加え、非常食
の試食会や、日赤＆クラシル共同開発の備蓄用食品を
使ったアレンジレシピを紹介。これからもテレビ局らしく
イベント性に溢れた内容で活動を支援していきます。

伝えることを通じて、多様で
豊かな社会づくりに貢献したい。

株式会社アクティオ 様

　私たちアクティオは全国に営業拠点を持つ建設機械
のレンタル会社です。 アクティオグループとして今年で
4回目の参加となります。 今年は、ゴールドパートナー
として参加し、全事業所でポスターの掲示、リーフレッ
トの配布、昨年まで使用していたバッジの着用を行い、
防災・減災への意識向上に努めました。 今後も災害か
ら得られた教訓や経験を忘れることなく、将来起こりう
る災害への対応力を高めていくことを目指します。

教 訓と経 験 、そして 創 造 。
今 で きることを 行 動 に 。

（順不同）
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人気料理レシピ動画サービ

ス「クラシル」とコラボレーション

し、“食”という身近なことを

きっかけに防災減災について

考えてもらうウェブサイトを制

作。

首都圏の大地震では在宅

避難が多くなると言われる中

で、在宅避難時の食の備えや

心構えを伝えました。

東日本大震災から８年、防災・減災の取り組みは、現在も全国各地で継続的に実施されています。

埼玉県では「親子で学ぼう 今みんなができること！防災・減災・献血」を開催し、西日本豪雨で現地へ

派遣された日赤職員と被災地出身のタレントとのさまざまなトークを通じて、災害に対して“備えるこ

と”の重要性を来場者に伝えました。

香川県では「防災とボランティアのつどい～親子で学ぼう防災、広げよう減災～」を実施。小さい子ども

をもつ若年層の家族に向けて防災・減災をアピールしました。

また、群馬県では、３月11日に「赤十字ボランティア・リーダーシップ研修会」を開催しました。同研修

会ではローリングストックを活用した炊き出しレシピを紹介しました。

このようなイベントを通じ、防災・減災への啓発を実施しています。

応急手当ての体験講習に目を輝かせる子ど
もたち

被災地を支援した職員のリアルなレポート
に来場者たちが耳を傾けた

全国各地で防災・減災の啓発イベントを実施！

動画は特設サイトでご視聴できます：jrc-tsudukeru.jp/wasurenai/

群
馬
県

参加者からは「備蓄の習慣の大切さを再確
認できた」との声

埼
玉
県

香
川
県

缶詰めパンをアレンジ

ふわふわフレンチトースト（缶詰めパン）

「備えるごはん」


