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南海電鉄（本社：大阪市中央区／社長：亘 信二）では、東北経済産業局ならびに近畿経済

産業局が９月１７日（土）からの三日間実施する東日本大震災復興支援イベントに協力し、

開催場所を無償提供するとともに、会場設営費の一部を負担します。 

同イベントは、東日本大震災により被災された地域の経済復興支援を目的に実施するもの

で、東北の物産販売、観光誘致ＰＲなどの情報発信を行います。“大阪から元気を”“がん

ばろう東北”を合言葉に、大阪（なんば）から東北の魅力を発信することで、東北物産の販

売促進、東北への来訪者増や賑わいの創出につなげます。物産品・グルメブースでの売上の

全額が東北地方の出店者の収益となり、お客さまに商品を購入いただくことが、東北地方へ

の復興支援となります。 

なお、本企画は東北経済産業局の平成２３年度中心市街地商業等活性化支援事業「東北の

魅力発信事業～がんばろう！東北～」に基づき実施するものです。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

詳細は別紙のとおりです。 

 

 

イベントロゴマーク 

平成２３年度中心市街地商業等活性化支援事業「東北の魅力発信事業～がんばろう！東北～」 

平成２３年３月１１日に発生した東北地方太平洋沖地震により甚大な被害を受けた被災地の商店街では、

消費者の利便性の確保や賑わいを取り戻すため、一刻も早い復興を目指しているものの、収まらない余震や

風評被害から、観光客の減少により売り上げが激減するなど経済面で大きな影響を受け、今後の経営に大き

な不安を抱えている。このような状況下で、地域の復興と一刻も早い復旧を目指し「がんばろう！東北」を

旗印に、近畿地域において東北の魅力を発信し、東北地方への来訪者の増加や賑わいの創出に繋げることを

目的として実施するものである。 

「魅
み

知
ち

の
の

国
く

まつり」を開催します！ 

 東北地方の物産を“買って・食べて”東北地方に元気を届けよう。 



＜別 紙＞ 

東日本大震災復興支援イベントについて 

 

１．名称 

『がんばろう東北 東北の魅力を知る 魅知の国（みちのく）まつり』 

 

２．日 時 

平成２３年９月１７日（土）～１９日（月・祝）の３日間 

各日とも１１時から１７時まで（１９日は１６時まで） 

    ※雨天決行・荒天中止  ※物産品・飲食物の販売は売切れ次第終了 

  オープニングセレモニーの開催について 

日  時： 平成２３年９月１７日（土） １１時～ 

場  所： 魅知の国まつり 会場特設ステージ（なんばカーニバルモール） 

出席者： 東北経済産業局 局長 豊國 浩治 

 近畿経済産業局 局長 長尾 正彦 

 南海電気鉄道株式会社 常務取締役 関西 節美 

 

    

３．場 所   

なんばカーニバルモール（なんばパークス横） 

 

４．内 容  

(１)物産品・グルメブース出展 

①東北地方の物産品の販売や、東北地方のグルメが楽しめるブース 

②有名料理人達とコラボレーションしたグルメブース 

 ※詳細は【添付資料①】をご参照下さい 

 

(２)東北に元気を届けるステージイベント 

①門上武司と有名料理人によるトークショー 

②嘉門達夫によるトーク＆ライブイベント 

そのほか、なんば駅２階中央改札口前のイベントスペースにて、東北地方からの出店

者によるパンフレットの配布やキャラクターが登場するなどの観光 PR を実施します。 

  ※詳細は【添付資料②】をご参照下さい 

 

 (３)東日本大震災パネル展示 

河北新報社（本社：宮城県仙台市）や東北経済産業局が提供する震災写真・新聞記事

のパネル展示やＤＶＤ映像の放映により、東日本大震災発生当時を振り返ります。 

 

①なんば駅２階中央改札口（改札内） 

期 間：９月１日（木）～９月１９日（月・祝） ※９月１日（木）以降順次掲出予定 

内 容：震災写真パネルなど 

 

②なんばパークス７Ｆ パークスホール 

期 間：９月１７日（土）～９月１９日（月・祝）１１時～１７時まで（１９日は１６時まで） 

      内 容：東日本大震災パネル展「３.１１ あの日を忘れない」 

震災写真・新聞記事のパネル展示、ＤＶＤ映像の放映、震災写真集の販売、

募金活動など（入場無料） 

   

※内容は予告なく変更となる場合がございます。予めご了承下さい。 



 

５．主催ほか 

主催：東北経済産業局  

共催：近畿経済産業局  

後援：南海電気鉄道株式会社  

協力：株式会社ジオード 

 

以上 

 



【添付資料①】 

 

■ 物産展ブース 出店者リスト 

県名 市町村名 団体名 展示品及び販売品 

青森市 青森市物産協会 南部せんべい各種、りんごジュース 青森 

三沢市 三沢市観光協会 ごぼう茶、米軍ミリタリー服各種、ご当地グッズ、観光 PR 

宮古市 宮古観光協会 坂兼商店、川原田商店（昆布、わかめ等海産物）、中村屋（いかせん

べい）、もなか屋（いかもなか）、日進堂（お菓子）、ハニー食品（宮古ラ

ーメン）、小笠原製麺所（あずきばっとう）、大坂建設（宮古の塩）、古須

賀商店（茎わかめの生姜漬け）、T シャツ、絵葉書 

奥州市 奥州市観光物産協会 南部鉄器、岩谷堂箪笥小物、岩谷堂羊羹、乾麺・すいとん・そば冷

麺、蜂蜜、銘菓、産直加工品、漬物など 

岩手 

一関市 一関の物産と観光展実行委員会 松栄堂（ごますり団子、ずんだもち、ゆべし、田村の梅）、佐々木製菓

（手焼きせんべい各種）、観光 PR 

街づくりまんぼう 石ノ森漫画館（石ノ森漫画館グッズ） 石巻市 

 石巻観光協会 風月堂（菓子、アイス）、タツミ食品（海草、乾物） 

大崎市 大崎市古川観光物産協会 もちべえ（ずんだもち、栗団子、大福、串だんご、ゆべし、しそ巻き）、 

古川ミート（伊達ざくらポーク・味噌漬、牛タンジャーキー、牛タンサラミ）

宮城 

仙台市 仙 台 観 光 コンベンション

協会（きちみ製麺・中鉢屋） 

白石うーめん各種、ずんだもち、仙台駄菓子 

秋田 大仙市 大仙市大曲観光物産協会 大曲の花火公認グッズ約 10 種（酒類含）、大仙市特産農産物加工品

（漬物、おかき、せんべい、三杯もち、大曲の花火米、はじめっこたんぽ等）

鶴岡市 

酒田市 

鶴岡市観光連盟・ 

酒田観光物産協会 

海産物加工品、飲むヨーグルト、玉こんにゃく漬物、観光 PR、物産展 山形 

山形県 山形県観光物産協会 乃し梅本舗佐藤屋、明友（のし梅、もち、まんじゅう、ゆべし、かりんと

う）、帯谷食品（漬物）、玉谷製麺所（そば、うどん）、米沢鯉六十里（鯉

の甘煮）、阿蘇食品（庄内板麩）、後藤屋（芋煮、芋煮カレー等）、ミー

ル（きのこご飯の素、山菜ごはんの素等）、酢屋吉正（大豆煮、塩こう

じ、冷やし甘酒、蔵出し味噌）、米澤紀伊国屋（米沢牛カレー、サラミ） 

福島市 福島市観光物産協会 みずほフーズ（漬物、梅加工品等）、丹治製菓（焼き菓子、ゼリー、甘納豆）

会津若松市 会津若松観光物産協会 喜多方ラーメン、ゆべし、会津駄菓子、豆菓子 

福島 

白河市 白河市ブランド認証店 焼き豚、肉味噌、豚肉味噌漬け、ウィンナーソーセージ、温泉まんじゅう、

ごま大福、おきな餅、白河ラーメン（お土産用） 

 

■ グルメブース 出店者リスト 

県名 市町村名 団体名 販売品 

秋田 男鹿市 進藤冷菓 ババヘラアイス 

青森 八戸市 特定非営利活動法人 ACTY 八戸うみねこバクダン 

石巻市 三養水産 石巻コロッケ（カキクリームコロッケ） 宮城 

仙台市 喜助 牛たんカレー、牛たんシチュー、牛たんジャーキー、テールスープ 

 

■ 料理人とのコラボレーションブース 

日程 出店者 

１７日 「菊乃井」 村田 吉弘／ 「トラットリアパッパ」 松本 喜宏／ 

「L'ecole Vantan(レコール・バンタン大阪校）」 西園 誠一郎 

１８日 「祇園ささ木」 佐々木 浩／ 「ラ ルッチョラ」 鈴木 浩治／ 「焼きとん YA たゆたゆ」 川端 友三 

１９日 「アル・ケッチァーノ」 奥田 政行／ 「tanpopo」 神谷 圭介／ 「遊山」 宇田 宰英 

 



 

【添付資料②】 

 

① 門上武司と有名料理人によるトークショー 

フードコラムニストとして有名な門上武司がコーディネートした、有名料理人とのスペ

シャルトークショーを開催します。９月１７日（土）は、本店がミシュラン３つ星を有し、日

本の料理界を牽引する老舗料亭「菊乃井」主人村田吉弘氏を、１９日（月・祝）には「庄

内に『アル・ケッチァーノ』有り」と知られ、庄内のあらゆる食材を使い全国からファンを集

める奥田政行シェフをゲストにお招きします。 

※場所：魅知の国まつり 会場特設ステージ（なんばカーニバルモール） 

 

■ 門上 武司（かどかみ たけし） プロフィール 

1952 年大阪生まれ。フードコラムニスト。 

大阪外国語大学 露西亜語学科中退。 

料理雑誌『あまから手帖』の編集顧問を務めるかたわら、食関係の執筆、編集業務を中心 

に、プロデューサーとして活動。 

主な著書に、『スローフードな宿』（木楽舎）、『京料理、おあがりやす』（廣済堂出版）等。 

「水野真紀の魔法のレストラン」（毎日放送）ではコメンテーターを務める。「スローフード 

ジャパン」副会長。 

オフィシャルホームページ◆http://www.kadokami.com/index.html 

 

 

 

②嘉門達夫 トーク＆ライブイベント 

    震災以降、自ら被災地に赴き各地で炊き出しや支援ライブを行う嘉門達夫が、今回東日本

に元気を届ける為にトーク＆ライブイベントを開催！イベント終了後 CD・グッズの販売とサイ

ン会も行います。 

※東日本大震災支援ソングＣＤ「希望のマーチ」の売上げは、東日本大震災の義援金として

寄付されます。 

   ＜日時＞ 

   １８日（日）   ：１３時～１３時３０分、１５時～１５時３０分 

   １９日（月・祝）：１４時～１４時３０分 

※場所：魅知の国まつり 会場特設ステージ（なんばカーニバルモール） 

 

    ■ 嘉門達夫（かもん たつお）プロフィール 

本名：鳥飼達夫(トリカイタツオ) 出身地：大阪府茨木市 

生年月日：昭和 34 年 3 月 25 日(1959 年） 血液型：A 型 

大阪府生まれ。フォークソングとラジオの深夜放送、大阪万博に多大な影響を受けて育つ。

「嘉門達夫」の名はサザンオールスターズ桑田佳祐氏の命名。1983 年「ヤンキーの兄ちゃん

のうた」でデビュー、以降「鼻から牛乳」などヒット曲多数。2011 年 3 月 23 日セレクションアル

バム「“青春”のさくら咲く～スクールセレクション～」発売。5 月 25 日 東日本大震災チャリティ

ーシングル「希望のマーチ」、7 月 21 日土用の丑の日「うな太郎の大冒険」をリリース。  

オフィシャルホームページ◆http://www.sakurasaku-office.co.jp 

 


