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起震車がやってくる！
送
防災ラジオ〜公開生放
各種ワークショップ

＜後援＞

熊 本 市 、熊 本 県

主催：株式会社熊本シティエフエム

特別協賛：セキスイハイム九州株式会社

熊本支店

後援：熊本市、熊本県

おいしい防災食が全国から大集結

くまもと防災食フェア開催！

sat

永谷園

江崎グリコ

尾西食品

sun mon

平成28年4月におこった地震から、まもなく2年になろうとしていま
す。地震の後、ひなん所に行き、みんなで食事をともにしたという方も
多いでしょう。食べることは生きること。食べることで、不安な心、い
らだつ心を落ちつけることもできます。今回のイベントでは、
「防災食」
にスポットをあて、家族、地域が
「まさか」
にそなえる食を提案します。

（16日 月 は16：00まで）

場所／（仮称）花畑広場

これはおいしい！防災食

これは便利！防災グッズ

コーナー

コーナー

携帯トイレ、折り畳みヘルメット、発電機などなど、
欲しくなること間違いなしの便利グッズを紹介。

フリーズドライ・缶詰・レトルト食品など、
最新の技術によって作り出された
「まさか」
のときにおいしく食べられる
非常食を紹介。

起震車

セイエンタプライズ

肥後そう川手延べ麺

マルホ
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熊本市・熊本県
ブース

国際ふりかけ協議会

アルディ

あいぽーと
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11：00〜17：00

エクセルシア
14日（土）14：00〜

災害イツモマインドセット
プロジェクト

ステージ

サンロー ド 新 市 街アー ケ ー ド ▶

セキスイハイム

ワークショップ
ゾーン

シティFM
公開生放送
ブース

LPガス発電機

Misumi

14日（土）

肥後銀行
ハモニカー

特定非営利活動法人ソナエトコpresents

やってみよう あそ防災
ワークショップ
4月15日
（日）11：00〜15：00
段ボールハウスで安全なまちをつくろう！
空き缶でごはんを炊こう！
世界に一つのオリジナルストラップ制作！

防災缶で
お絵かきラベル
4月14日
（土）
１１：００〜１５：００

熊本市消防局
協力で起震車が
やってくる
4月14日
（土）14：00〜

先着１００名
FM791presents

防災ラジオ〜公開生放送

4月14日
（土）15日
（日）13：00〜16：00
※スケジュール内容は変更になる場合があります

第二高校美術科
熊本城ライブ
ペインティング
4月14日(土)11:00〜
みんなで折紙を貼って
石垣を完成させよう！

災害イツモマインドセット
プロジェクト

エクセルシア

アルディ

国際ふりかけ協議会

あそ望の郷 みなみあそ

高品質を約束できるつくり方…出

災害の多い日本列島に暮らすすべ

「エクセルシア」は災害用トイレ、

「アルディ」は地域の小麦・米粉を使

「国際ふりかけ協議会」は、熊本が

ミネラルウォーター「白川水源」

した答えは工場生産。エネルギー

ての人たちの防災意識が高まり、ぼ

携帯トイレのメーカーです。汚物の

用した「ご当地非常食」の缶入りパ

発祥と言われる「ふりかけ」を活

は、環境省選定名水百選の「白川

用し、地域振興・経済発展の活性

水源湧水」から採水しています。

セキスイハイム

の時給自足を目指し、もしもの時
にもご家族の暮らしを守ります。
夢の住まいを抽選で1棟お譲りし
ます！ リユースハイムキャンペー
ン同時受付中です。

んやりしていた災害への備えが、い
つもクッキリすることを目指してい
ます。
「災害イツモマインドセットプ
ロジェクト」は 、朝日新 聞 社 、木 楽
舎、J̶WAVE 他による有限責任
事業組合です。

マルホ

肥後そう川手延べ麺

セイエンタプライズ

尾西食品

ニオイをとるだけでなく、菌まで死
滅させる優れもの。携帯トイレには
大きなポンチョがついていて、い
つでもどこでも用を足すことがで
きる、当社のオリジナル商品です。

ンのメーカーです。製造最低ロット
数は576缶で、オリジナルの缶入り
パンの製造が可能です。パウダーか
ペースト状であれば、味のバリエー
ションを増やすことができるのも特
長です。

化を目的とした団体です。先の熊

非加熱紫外線殺菌処理だからミ

本地震では「ふりかけ」を支援物

ネラル成分もそのまま。賞味期限

資として送り、
「味に変化をつけら

が１年あるのでお取り置きで使い

れる」と喜んでいただきました。

ながら、災害時にも役立ちます。

江崎グリコ

永谷園

Misumi

肥後銀行

創業大正八年。
「マルホ」は日本

「肥後そう川手延べ麺」は防災食

普段の食事と変わらない美味しさを

「尾西食品」は食に関する危機管

長期保存ができる災害対策用の

永谷園のフリーズドライご飯は「お

主に南九州3県下でのLPガスや

肥後銀行の移動店舗車「Harmoni

の伝統食文化「鯨」の加工・販売

に最適です。茹で上げをせず煮込

半永久保存（賞味期限25年）できる

理全般に関わる企業として、お客

「ビスコ保存缶」と「コンパクトビ

湯で３分、水で５分」。短時間でお

石 油 の 販 売を中 心 に 、ケンタッ

Car(ハモニカー)」は、店舗の少な

を行っています。鯨食は戦前戦後

む事で麺から旨みが出ます。ゆで

様に最高・最新の技術でお応えし、

スコ」をご紹介します。日頃から食

いしいご飯が出来上がります。味

キーフライドチキン 等 の 外 食 事

の日本で全国的に普及しました。

汁がダシとなるので、調理後の廃

べ慣れたあのおいしさを非常時

のバリエーションも豊富で、そのま

業、本屋やCDレンタル等のカル

ます。また、先を見据えた商品作り

でもすぐに食べられます。クリー

までもスナック菓子風に召し上が

チャー事業、大型商業施設の運営

を心掛け、アレルギー対策やハラ

ムをサンドしているので、食べや

れます。賞味期限も製造から5年

などお客様の生活全般に関わる

ル認証にも取り組んでいます。

すいのも特長です。

半なので長期保存も可能です。

事業を展開しています。

そして現代になり、栄養価の高さ

棄物に困りません。弊社自慢の減

や機能性が発見され、大変注目を

塩無添加つゆを加えるだけで美

集めている食材です。

味しく召し上がれます。

非常用長期備蓄食「サバイバルフー
ズ」は、米国のオレゴンフリーズドラ
イ社が製造しています。1978年よ
り株式会社セイエンタプライズが日
本に輸入を開始して今年で40周年
を迎えます。

「思いがけない幸せ」をご提供し

い地域や仮設団地、各種イベント会
場など様々な場所で金融サービス
をご提供しています。災害発生時に
は、ATMでの現金供給や搭載発電
機による電源供給など、緊急対応車
両としても活動します。

