
新型コロナ対策取組宣言
わたしたちは感染予防対策に取組んでいます。
We take preventive measure against COVID-19.
お客さまとスタッフの健康と安全の確保を最優先に運営してまいります。スタッフのマスク着用・手洗い・
消毒・検温などの対策を徹底。また、お客さまにもマスク着用の上でご来場をお願いしております。
ご不便をおかけして申し訳ありませんが、何卒ご理解・ご協力をお願いいたします。

損害保険ジャパン株式会社　金沢支店　Tel：076-232-1121本イベントに関するお問い合わせ先 

損害保険ジャパン株式会社　金沢支店主催
石川県、金沢市、小松市、野々市市、能美市、かほく市、輪島市、羽咋市、
北國新聞社、石川テレビ放送、テレビ金沢、北陸朝日放送、北陸放送、第一生命保険株式会社金沢支社後援

石川県金沢市無量寺町リ-６５

金沢港クルーズターミナル場所
９：３０～１７：００時間

住所

SOMPOいしかわパーク
・ ・安心 安全 健康のテーマパーク「いしかわのまちづくり」

Future Care Lab in Japan
未来の介護プロジェクト　

介護関連サービス
（介護施設、介護サービス他）

メンタルヘルスチェック・復帰支援
LLax seed・LLax Standard

認知症サポート 
SOMPO笑顔倶楽部

健診サービス・ヘルスリポート
ウェルネス・コミュニケーションズ

メンタルヘルス事業 生活習慣病予防事業

SOMPOひまわり生命
各種生命保険

（終身・医療・定期・収入保障など）

健康☆チャレンジ！制度

各種損害保険
（自動車、火災、傷害、賠償責任など）

防災について学ぶ・体験する

おとなの自動車保険 事故現場安心サポート
（企業提携：ＡＬＳＯＫ）

防災ジャパンダプロジェクト

ドラレコ特約

損保ジャパン

セゾン自動車火災

グループ経営理念
SOMPOグループは、お客さまの視点で
すべての価値判断を行い、保険を基盤として

さらに幅広い事業活動を通じ、
お客さまの安心・安全・健康に資する

最高品質のサービスをご提供し、社会に貢献します。

SOMPO INTERNATIONAL
各国現地法人・駐在員事務所

リスクコンサルティング事業
SOMPOリスクマネジメント

リフォーム事業
フレッシュハウス

確定拠出年金事業
損保ジャパンDC証券

少額短期保険
Mysurance

駐車場シェアリング
Akippa

DeNA SOMPO Carlife

デジタルテクノロジー
SOMPO Digital Lab

資産運用・投資顧問
SOMPOアセットマネジメント

先端科学技術分野研究
提携：慶應義塾大学先端生命科学研究所

Level IV Discovery
安心・安全な自動運転の社会実装

延長保証サービス
SOMPOワランティ

カーリース
SOMPOで乗－る
DeNA SOMPO Carlife

カーシェア
Anyca

DeNA SOMPO Mobility

海外保険事業

その他サービス

スマホで見るだけの本格テスト

脳ケアニューロトラック 

グループ事業紹介

SOMPOケア

SOMPOヘルスサポート

SOMPO
ホールディングス
WEBサイト

損保ジャパン
WEBサイト

・新型コロナウイルス感染症の拡大状況によってはイベントを中止する場合がございます。
・悪天候の場合や主催者の都合により開催が中止または内容が変更になる場合がございます。
・荷物の盗難やその他いかなるトラブルに関してもイベント関係者側では一切責任を負いかねます。
・当日の事故・混乱防止のため様々な制限を設けさせていただくことがございます。

イベントに関する
注意事項

Direct   Repair   Service

【白山市】
防災力向上に
係る連携・協力

【白山市】
防災力向上に
係る連携・協力

【石川県警察本部】
包括連携協定
【石川県警察本部】
包括連携協定

【公益社団法人日本青年会議所】　
北陸信越地区　

石川ブロック協議会との
防災に関する連携協定

【公益社団法人日本青年会議所】　
北陸信越地区　

石川ブロック協議会との
防災に関する連携協定

【S.A.T.】
広域災害
対応体制

【S.A.T.】
広域災害
対応体制

３×３ＧＡＭＥＳ

【羽咋市】
包括連携協定
【羽咋市】
包括連携協定

【かほく市】
防災力向上にかかる
相互協定に関する協定

【金沢市】
・自転車の安全な利用の
　促進等に係る事業連携　
・IMAGINE KANAZAWA
・持続可能な次世代型
　交通システム連携協定

【野々市市】
防災力向上にかかる
相互協定に関する協定

【代理店ネットワーク】
災害時支援
ステーション

【代理店ネットワーク】
災害時支援
ステーション

【小松市】
女性活躍推進の
相互協力

防災力向上にかかる
相互協力に関する協定

小松市における２大交通拠点につなぐ
自動運転バスの導入事業連携協定

主なイベントのタイムテーブル

午
前

午
後

13：3０
３×３ＧＡＭＥＳ  Ｕ１２男子エキシビジョンマッチ
北陸朝日放送株式会社

1階

14：3０
３×３ＧＡＭＥＳ  フリースロー大会　
北陸朝日放送株式会社

1階

10：0０
３×３ＧＡＭＥＳ  Ｕ１２女子エキシビジョンマッチ
北陸朝日放送株式会社

1階

11：3０
３×３ＧＡＭＥＳ  フリースロー大会　
北陸朝日放送株式会社

1階

10：3０
３×３ＧＡＭＥＳ  初心者向けバスケットボール教室（事前予約要）
北陸朝日放送株式会社

1階

マイ防災アイデアコンテスト表彰式 1階ステージ

贈呈先：羽咋市

11：15
羽咋市千里浜再生プロジェクト 協賛金贈呈式　1階ステージ

13：15

贈呈先：小松市
小松市包括連携協定式・義援金贈呈式　1階ステージ

13：00
大声コンテスト ＆ 足指力大会　
花王グループカスタマーマーケティング株式会社　株式会社アイシン　アシックス商事株式会社
一般社団法人 北陸SDGs総合研究所

2階デッキ

15：0０
大声コンテスト ＆ 足指力大会表彰式
花王グループカスタマーマーケティング株式会社　株式会社アイシン　アシックス商事株式会社
一般社団法人 北陸SDGs総合研究所

2階デッキ

北陸朝日放送株式会社
３×３ＧＡＭＥＳ  初心者向けバスケットボール教室（事前予約要）　1階
14：00

14：15

寄贈先：特定非営利活動法人 いしかわフードバンクネット
フードドライブ寄贈式 1階ステージ

石川県警察本部　石川県金沢西警察署

14：00～16：00
いぬわし君がやってくる！ 白バイ・パトカーも展示　屋外エリア

金沢市消防局　金沢金石消防署
起震車に乗って地震の揺れを体験しよう 屋外エリア

守ろう砂浜、
残そう未来へ

17：15
ドローンショー と 和太鼓演奏
株式会社ドローンショー　株式会社ホクスイ　北陸朝日放送株式会社　DIA+

屋外エリア

17：00
石川県医師会・石川県看護協会への寄付金贈呈式 1階ステージ
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●能美市消防本部

地震や豪雨被害が発生した際に
活躍している水陸両用バギーの展示！
写真撮影OK！

水陸両用バギーの披露！❶ 災害時に大活躍

●公益財団法人 日本自然保護協会

自然は社会の基盤です。
SDGsの達成に向け、企業が環境NGOと取り組む活動をご紹介。

企業×生物多様性❼ 目指せ！ サスティナビリティ経営

●北國フィナンシャルホールディングス
●株式会社ＣＯＲＥＺＯ

地元北陸の魅力ある商品を厳選してご紹介。
ぜひブースにお立ち寄りください！

ＣＯＲＥＺＯ❽ みんなで作る、北陸のモノ・コト発掘サイト

●花王グループカスタマーマーケティング株式会社
●小松マテーレグループ（インターリンク金沢）
●株式会社クスリのアオキ

ストレスフリーの商品など、最新の健康グッズや
サービスをご紹介。
これであなたもたちまち健康に？！

健康に関する商品サービスの紹介13 あなたの健康面にアプローチ

●株式会社シンク

防災とスポーツを組み合わせた新しい
競技型の防災学習プログラムを体験しよう！

防災スポーツ19 楽しんで、競い合って、体で覚える

●特定非営利活動法人 石川バリアフリーツアーセンター

誰もが気軽にそれぞれのスタイルでスポーツを楽しむことが
できます。

ゆるスポーツ体験実施！18 皆で楽しめる新スポーツ

●株式会社グランゼーラ
●積水ハウス株式会社
●大和ハウス工業株式会社
●三谷産業グループ　　　ほか

災害について見て触れて学びましょう！
出展パートナーの防災製品などを多数展示します。

災害について知り、備えよう14 防災意識を高めるために…

贈呈先：羽咋市

「いしかわの自動車保険」の収益の一部を
「千里浜再生プロジェクト」の協賛金として贈呈。
（１１：１５～1階ステージにて実施。）

千里浜再生プロジェクト協賛贈呈式10 美しい砂浜を守ろう

贈呈先：小松市

小松市と損保ジャパンの包括連携協定式および
令和４年８月豪雨の義援金贈呈式。
（１３：15～1階ステージにて実施。）

小松市包括連携協定式・義援金贈呈式11 カブッキーもやってくる！

●石川県内自動車ディーラー各社
●ＡＩＲオートクラブ 石川支部　
●ＪＳＡ中核会 金沢支部

保険会社がまちづくり？！
石川県産の災害時支援ステーションを見に行こう！

損保ジャパンのまちづくり
ー災害時支援ステーションー

12 安心・安全・健康な未来を目指して

あなたのご契約が地域のために！
皆さまの保険がどのような形で地域を支えているのか
ご覧ください！

損保ジャパンの地域創生連動型保険❾ 保険で地域に貢献！

●自衛隊石川地方協力本部

災害時に出動する軽装甲機動車、
高機動車を展示！
屋内にもブースあり。

自衛隊車両の展示❹ 石川の安全を守る

●石川県警察本部 
●石川県金沢西警察署

力強く、明るく、誰にも愛される
いぬわし君が来場予定！ 
白バイやパトカーも展示！
（14:00～16:00頃）

いぬわし君がやってくる！❻ 石川県警人気のマスコット

●石川県内自動車ディーラー各社
●三洋自動車株式会社

安心・安全な先進機能搭載のクルマ、
災害発生時の非常用電源として活用
できるEV車などの最新車両をご紹介！

最新の安心・安全なクルマが勢揃い！❺ 先進機能搭載の車が満載

●金沢市消防局
●金沢市金石消防署

いつ発生するかわからない地震。
実際に災害が発生したときに
落ち着いて行動できるよう、
日頃から訓練をしておきましょう。
（１４：００～１６：００頃）

起震車の体験❷ 地震車の揺れを体験しよう

●株式会社アイシン
●石川トヨタ自動車株式会社

2022年7月より試験運行を開始している
「チョイソコかなざわ」がやってくる！

チョイソコかなざわ❸ 次世代型の乗合送迎サービス

見て 聞いて 体験して

2種類のスタンプラリー
順路に沿ってスタンプを集めよう。
全部押したらいいことあるかも？！

各種キッチンカー
人気店大集合！

屋外エリア

１階エリア 2階エリア

駐車場にて出店中！！

ドローンショー
と

和太鼓演奏
迫力
満点！

●株式会社ドローンショー × 株式会社ホクスイ
●北陸朝日放送株式会社　●DIA+

1階

2階

ステージ

Direct   Repair   Service

●ＪＳＡ中核会 金沢支部

災害に備えて、お住まいの
ハザードマップを確認してみませんか？

すまいのハザードマップ診断15 あなたのまちの災害リスクは？

●ＮＰＯ法人 石川県防災士協会
●損保ジャパンパートナーズ株式会社

新聞紙やポリ袋など、身近にあるもので
災害時の必需品をつくりましょう。

体験型防災ワークショップ16 防災・減災 日々の備え

●北陸朝日放送株式会社

3×3GAMES17 シュートを決めよう！

●バスケットボール教室
●フリースローコンテスト
●エキシビジョンマッチ

車いすアタックの関 くつし玉入れ なかのと巾ボール

●一般社団法人 北陸SDGs総合研究所
●株式会社アイシン
●花王グループカスタマーマーケティング株式会社
●アシックス商事株式会社

●サムライ金沢株式会社
●一般社団法人 忍者パルクール協議会

緊急時の呼び声で高デシベルに挑戦する
「大声コンテスト」。
災害時逃げるために必要な足指の力を試す
「足指力大会」。
（大会は１3：００～実施。測定は随時可能。）

大声コンテスト ＆ 足指力大会24
叫んでみよう緊急時 試してみよう

●一般社団法人 日本自動車連盟 石川支部

クルマの安全性能や交通ルールを
楽しく学び、SOMPOいしかわパークで
免許証を手に入れよう！

クルマに関する安全を学ぼう20 子ども向け安全体験

●SOMPOひまわり生命保険株式会社

自分の脳年齢は？血管年齢は？
手のひらにセンサーをあてるだけ！
野菜の摂取量を測定してみよう！

健康チェックブース25 健康増進にお役立ち

●ＳＯＭＰＯケア株式会社

アプリとモーションバンドを活用した今までになかった
介護予防プログラムと腰痛体操を体験しよう。
※腰痛体操は２階デッキにて実施します。

Ｍｏｆｆトレ体験会＆腰痛体操 26 楽しく介護予防

●公益財団法人 北陸体力科学研究所

現在の姿勢や筋肉の固くなりやすい部位を可視化し、
最先端AIが未来姿勢を予測。
おすすめエクササイズで目指せ姿勢美人！

姿勢チェック&エクササイズ28 健康な体は姿勢から

●ＳＯＭＰＯ美術館

SOMPOパラリンアート受賞作品を展示。
ゴッホのあの名作も！？

ミニＳＯＭＰＯ美術館27 アートに触れよう！

「防災」に興味を持ってもらうことを目的に、
石川県の小学生を対象にしたコンテストを開催。
応募作品を展示！
（優秀作品の表彰式は１０：３０～１階ステージにて実施。）

マイ防災アイデアコンテスト21 いざというときに役立つアイデア大集合！

2020年9月から子どもたちの支援と
食品ロスへの取組につなげる活動を
開始し、3年目を迎えました。
ＡＩＲオートクラブ・ＪＳＡ中核会・委託代理店・
ＳＯＭＰＯグループより集まった食品は、
寄贈先を通じて子ども食堂や社会福祉協議会へ届けられます。
（寄贈式は１４：１５～１階ステージにて実施。）

フードドライブ22
「もったいない」を「ありがとう」へ

エアドームに入ると物語が始まる。
映像でＳＤＧｓを学ぼう。

ＳＤＧｓのエアドーム23
映像で学ぶ

ダンスで足が速くなる？！
音楽に合わせて挑戦してみよう！！

足が速くなるダンス29 楽しくチャレンジ！

移動動作を用いて、人が持つ本来の
身体能力を引き出すスポーツ！ 
君もやってみよう！

子ども向けパルクール体験30 まるで忍者！？助けて～
火事だ～

「安心」にかかわる
コンテンツ

「安全」にかかわる
コンテンツ

「健康」にかかわる
コンテンツ

「まちづくり」にかかわる
コンテンツ

寄贈先：いしかわフードバンク・ネット
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●能美市消防本部

地震や豪雨被害が発生した際に
活躍している水陸両用バギーの展示！
写真撮影OK！

水陸両用バギーの披露！❶ 災害時に大活躍

●公益財団法人 日本自然保護協会

自然は社会の基盤です。
SDGsの達成に向け、企業が環境NGOと取り組む活動をご紹介。

企業×生物多様性❼ 目指せ！ サスティナビリティ経営

●北國フィナンシャルホールディングス
●株式会社ＣＯＲＥＺＯ

地元北陸の魅力ある商品を厳選してご紹介。
ぜひブースにお立ち寄りください！

ＣＯＲＥＺＯ❽ みんなで作る、北陸のモノ・コト発掘サイト

●花王グループカスタマーマーケティング株式会社
●小松マテーレグループ（インターリンク金沢）
●株式会社クスリのアオキ

ストレスフリーの商品など、最新の健康グッズや
サービスをご紹介。
これであなたもたちまち健康に？！

健康に関する商品サービスの紹介13 あなたの健康面にアプローチ

●株式会社シンク

防災とスポーツを組み合わせた新しい
競技型の防災学習プログラムを体験しよう！

防災スポーツ19 楽しんで、競い合って、体で覚える

●特定非営利活動法人 石川バリアフリーツアーセンター

誰もが気軽にそれぞれのスタイルでスポーツを楽しむことが
できます。

ゆるスポーツ体験実施！18 皆で楽しめる新スポーツ

●株式会社グランゼーラ
●積水ハウス株式会社
●大和ハウス工業株式会社
●三谷産業グループ　　　ほか

災害について見て触れて学びましょう！
出展パートナーの防災製品などを多数展示します。

災害について知り、備えよう14 防災意識を高めるために…

贈呈先：羽咋市

「いしかわの自動車保険」の収益の一部を
「千里浜再生プロジェクト」の協賛金として贈呈。
（１１：１５～1階ステージにて実施。）

千里浜再生プロジェクト協賛贈呈式10 美しい砂浜を守ろう

贈呈先：小松市

小松市と損保ジャパンの包括連携協定式および
令和４年８月豪雨の義援金贈呈式。
（１３：15～1階ステージにて実施。）

小松市包括連携協定式・義援金贈呈式11 カブッキーもやってくる！

●石川県内自動車ディーラー各社
●ＡＩＲオートクラブ 石川支部　
●ＪＳＡ中核会 金沢支部

保険会社がまちづくり？！
石川県産の災害時支援ステーションを見に行こう！

損保ジャパンのまちづくり
ー災害時支援ステーションー

12 安心・安全・健康な未来を目指して

あなたのご契約が地域のために！
皆さまの保険がどのような形で地域を支えているのか
ご覧ください！

損保ジャパンの地域創生連動型保険❾ 保険で地域に貢献！

●自衛隊石川地方協力本部

災害時に出動する軽装甲機動車、
高機動車を展示！
屋内にもブースあり。

自衛隊車両の展示❹ 石川の安全を守る

●石川県警察本部 
●石川県金沢西警察署

力強く、明るく、誰にも愛される
いぬわし君が来場予定！ 
白バイやパトカーも展示！
（14:00～16:00頃）

いぬわし君がやってくる！❻ 石川県警人気のマスコット

●石川県内自動車ディーラー各社
●三洋自動車株式会社

安心・安全な先進機能搭載のクルマ、
災害発生時の非常用電源として活用
できるEV車などの最新車両をご紹介！

最新の安心・安全なクルマが勢揃い！❺ 先進機能搭載の車が満載

●金沢市消防局
●金沢市金石消防署

いつ発生するかわからない地震。
実際に災害が発生したときに
落ち着いて行動できるよう、
日頃から訓練をしておきましょう。
（１４：００～１６：００頃）

起震車の体験❷ 地震車の揺れを体験しよう

●株式会社アイシン
●石川トヨタ自動車株式会社

2022年7月より試験運行を開始している
「チョイソコかなざわ」がやってくる！

チョイソコかなざわ❸ 次世代型の乗合送迎サービス

見て 聞いて 体験して

2種類のスタンプラリー
順路に沿ってスタンプを集めよう。
全部押したらいいことあるかも？！

各種キッチンカー
人気店大集合！

屋外エリア

１階エリア 2階エリア

駐車場にて出店中！！

ドローンショー
と

和太鼓演奏
迫力
満点！

●株式会社ドローンショー × 株式会社ホクスイ
●北陸朝日放送株式会社　●DIA+

1階

2階

ステージ

Direct   Repair   Service

●ＪＳＡ中核会 金沢支部

災害に備えて、お住まいの
ハザードマップを確認してみませんか？

すまいのハザードマップ診断15 あなたのまちの災害リスクは？

●ＮＰＯ法人 石川県防災士協会
●損保ジャパンパートナーズ株式会社

新聞紙やポリ袋など、身近にあるもので
災害時の必需品をつくりましょう。

体験型防災ワークショップ16 防災・減災 日々の備え

●北陸朝日放送株式会社

3×3GAMES17 シュートを決めよう！

●バスケットボール教室
●フリースローコンテスト
●エキシビジョンマッチ

車いすアタックの関 くつし玉入れ なかのと巾ボール

●一般社団法人 北陸SDGs総合研究所
●株式会社アイシン
●花王グループカスタマーマーケティング株式会社
●アシックス商事株式会社

●サムライ金沢株式会社
●一般社団法人 忍者パルクール協議会

緊急時の呼び声で高デシベルに挑戦する
「大声コンテスト」。
災害時逃げるために必要な足指の力を試す
「足指力大会」。
（大会は１3：００～実施。測定は随時可能。）

大声コンテスト ＆ 足指力大会24
叫んでみよう緊急時 試してみよう

●一般社団法人 日本自動車連盟 石川支部

クルマの安全性能や交通ルールを
楽しく学び、SOMPOいしかわパークで
免許証を手に入れよう！

クルマに関する安全を学ぼう20 子ども向け安全体験

●SOMPOひまわり生命保険株式会社

自分の脳年齢は？血管年齢は？
手のひらにセンサーをあてるだけ！
野菜の摂取量を測定してみよう！

健康チェックブース25 健康増進にお役立ち

●ＳＯＭＰＯケア株式会社

アプリとモーションバンドを活用した今までになかった
介護予防プログラムと腰痛体操を体験しよう。
※腰痛体操は２階デッキにて実施します。

Ｍｏｆｆトレ体験会＆腰痛体操 26 楽しく介護予防

●公益財団法人 北陸体力科学研究所

現在の姿勢や筋肉の固くなりやすい部位を可視化し、
最先端AIが未来姿勢を予測。
おすすめエクササイズで目指せ姿勢美人！

姿勢チェック&エクササイズ28 健康な体は姿勢から

●ＳＯＭＰＯ美術館

SOMPOパラリンアート受賞作品を展示。
ゴッホのあの名作も！？

ミニＳＯＭＰＯ美術館27 アートに触れよう！

「防災」に興味を持ってもらうことを目的に、
石川県の小学生を対象にしたコンテストを開催。
応募作品を展示！
（優秀作品の表彰式は１０：３０～１階ステージにて実施。）

マイ防災アイデアコンテスト21 いざというときに役立つアイデア大集合！

2020年9月から子どもたちの支援と
食品ロスへの取組につなげる活動を
開始し、3年目を迎えました。
ＡＩＲオートクラブ・ＪＳＡ中核会・委託代理店・
ＳＯＭＰＯグループより集まった食品は、
寄贈先を通じて子ども食堂や社会福祉協議会へ届けられます。
（寄贈式は１４：１５～１階ステージにて実施。）

フードドライブ22
「もったいない」を「ありがとう」へ

エアドームに入ると物語が始まる。
映像でＳＤＧｓを学ぼう。

ＳＤＧｓのエアドーム23
映像で学ぶ

ダンスで足が速くなる？！
音楽に合わせて挑戦してみよう！！

足が速くなるダンス29 楽しくチャレンジ！

移動動作を用いて、人が持つ本来の
身体能力を引き出すスポーツ！ 
君もやってみよう！

子ども向けパルクール体験30 まるで忍者！？助けて～
火事だ～

「安心」にかかわる
コンテンツ

「安全」にかかわる
コンテンツ

「健康」にかかわる
コンテンツ

「まちづくり」にかかわる
コンテンツ

寄贈先：いしかわフードバンク・ネット
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●能美市消防本部

地震や豪雨被害が発生した際に
活躍している水陸両用バギーの展示！
写真撮影OK！

水陸両用バギーの披露！❶ 災害時に大活躍

●公益財団法人 日本自然保護協会

自然は社会の基盤です。
SDGsの達成に向け、企業が環境NGOと取り組む活動をご紹介。

企業×生物多様性❼ 目指せ！ サスティナビリティ経営

●北國フィナンシャルホールディングス
●株式会社ＣＯＲＥＺＯ

地元北陸の魅力ある商品を厳選してご紹介。
ぜひブースにお立ち寄りください！

ＣＯＲＥＺＯ❽ みんなで作る、北陸のモノ・コト発掘サイト

●花王グループカスタマーマーケティング株式会社
●小松マテーレグループ（インターリンク金沢）
●株式会社クスリのアオキ

ストレスフリーの商品など、最新の健康グッズや
サービスをご紹介。
これであなたもたちまち健康に？！

健康に関する商品サービスの紹介13 あなたの健康面にアプローチ

●株式会社シンク

防災とスポーツを組み合わせた新しい
競技型の防災学習プログラムを体験しよう！

防災スポーツ19 楽しんで、競い合って、体で覚える

●特定非営利活動法人 石川バリアフリーツアーセンター

誰もが気軽にそれぞれのスタイルでスポーツを楽しむことが
できます。

ゆるスポーツ体験実施！18 皆で楽しめる新スポーツ

●株式会社グランゼーラ
●積水ハウス株式会社
●大和ハウス工業株式会社
●三谷産業グループ　　　ほか

災害について見て触れて学びましょう！
出展パートナーの防災製品などを多数展示します。

災害について知り、備えよう14 防災意識を高めるために…

贈呈先：羽咋市

「いしかわの自動車保険」の収益の一部を
「千里浜再生プロジェクト」の協賛金として贈呈。
（１１：１５～1階ステージにて実施。）

千里浜再生プロジェクト協賛贈呈式10 美しい砂浜を守ろう

贈呈先：小松市

小松市と損保ジャパンの包括連携協定式および
令和４年８月豪雨の義援金贈呈式。
（１３：15～1階ステージにて実施。）

小松市包括連携協定式・義援金贈呈式11 カブッキーもやってくる！

●石川県内自動車ディーラー各社
●ＡＩＲオートクラブ 石川支部　
●ＪＳＡ中核会 金沢支部

保険会社がまちづくり？！
石川県産の災害時支援ステーションを見に行こう！

損保ジャパンのまちづくり
ー災害時支援ステーションー

12 安心・安全・健康な未来を目指して

あなたのご契約が地域のために！
皆さまの保険がどのような形で地域を支えているのか
ご覧ください！

損保ジャパンの地域創生連動型保険❾ 保険で地域に貢献！

●自衛隊石川地方協力本部

災害時に出動する軽装甲機動車、
高機動車を展示！
屋内にもブースあり。

自衛隊車両の展示❹ 石川の安全を守る

●石川県警察本部 
●石川県金沢西警察署

力強く、明るく、誰にも愛される
いぬわし君が来場予定！ 
白バイやパトカーも展示！
（14:00～16:00頃）

いぬわし君がやってくる！❻ 石川県警人気のマスコット

●石川県内自動車ディーラー各社
●三洋自動車株式会社

安心・安全な先進機能搭載のクルマ、
災害発生時の非常用電源として活用
できるEV車などの最新車両をご紹介！

最新の安心・安全なクルマが勢揃い！❺ 先進機能搭載の車が満載

●金沢市消防局
●金沢市金石消防署

いつ発生するかわからない地震。
実際に災害が発生したときに
落ち着いて行動できるよう、
日頃から訓練をしておきましょう。
（１４：００～１６：００頃）

起震車の体験❷ 地震車の揺れを体験しよう

●株式会社アイシン
●石川トヨタ自動車株式会社

2022年7月より試験運行を開始している
「チョイソコかなざわ」がやってくる！

チョイソコかなざわ❸ 次世代型の乗合送迎サービス

見て 聞いて 体験して

2種類のスタンプラリー
順路に沿ってスタンプを集めよう。
全部押したらいいことあるかも？！

各種キッチンカー
人気店大集合！

屋外エリア

１階エリア 2階エリア

駐車場にて出店中！！

ドローンショー
と

和太鼓演奏
迫力
満点！

●株式会社ドローンショー × 株式会社ホクスイ
●北陸朝日放送株式会社　●DIA+

1階

2階

ステージ

Direct   Repair   Service

●ＪＳＡ中核会 金沢支部

災害に備えて、お住まいの
ハザードマップを確認してみませんか？

すまいのハザードマップ診断15 あなたのまちの災害リスクは？

●ＮＰＯ法人 石川県防災士協会
●損保ジャパンパートナーズ株式会社

新聞紙やポリ袋など、身近にあるもので
災害時の必需品をつくりましょう。

体験型防災ワークショップ16 防災・減災 日々の備え

●北陸朝日放送株式会社

3×3GAMES17 シュートを決めよう！

●バスケットボール教室
●フリースローコンテスト
●エキシビジョンマッチ

車いすアタックの関 くつし玉入れ なかのと巾ボール

●一般社団法人 北陸SDGs総合研究所
●株式会社アイシン
●花王グループカスタマーマーケティング株式会社
●アシックス商事株式会社

●サムライ金沢株式会社
●一般社団法人 忍者パルクール協議会

緊急時の呼び声で高デシベルに挑戦する
「大声コンテスト」。
災害時逃げるために必要な足指の力を試す
「足指力大会」。
（大会は１3：００～実施。測定は随時可能。）

大声コンテスト ＆ 足指力大会24
叫んでみよう緊急時 試してみよう

●一般社団法人 日本自動車連盟 石川支部

クルマの安全性能や交通ルールを
楽しく学び、SOMPOいしかわパークで
免許証を手に入れよう！

クルマに関する安全を学ぼう20 子ども向け安全体験

●SOMPOひまわり生命保険株式会社

自分の脳年齢は？血管年齢は？
手のひらにセンサーをあてるだけ！
野菜の摂取量を測定してみよう！

健康チェックブース25 健康増進にお役立ち

●ＳＯＭＰＯケア株式会社

アプリとモーションバンドを活用した今までになかった
介護予防プログラムと腰痛体操を体験しよう。
※腰痛体操は２階デッキにて実施します。

Ｍｏｆｆトレ体験会＆腰痛体操 26 楽しく介護予防

●公益財団法人 北陸体力科学研究所

現在の姿勢や筋肉の固くなりやすい部位を可視化し、
最先端AIが未来姿勢を予測。
おすすめエクササイズで目指せ姿勢美人！

姿勢チェック&エクササイズ28 健康な体は姿勢から

●ＳＯＭＰＯ美術館

SOMPOパラリンアート受賞作品を展示。
ゴッホのあの名作も！？

ミニＳＯＭＰＯ美術館27 アートに触れよう！

「防災」に興味を持ってもらうことを目的に、
石川県の小学生を対象にしたコンテストを開催。
応募作品を展示！
（優秀作品の表彰式は１０：３０～１階ステージにて実施。）

マイ防災アイデアコンテスト21 いざというときに役立つアイデア大集合！

2020年9月から子どもたちの支援と
食品ロスへの取組につなげる活動を
開始し、3年目を迎えました。
ＡＩＲオートクラブ・ＪＳＡ中核会・委託代理店・
ＳＯＭＰＯグループより集まった食品は、
寄贈先を通じて子ども食堂や社会福祉協議会へ届けられます。
（寄贈式は１４：１５～１階ステージにて実施。）

フードドライブ22
「もったいない」を「ありがとう」へ

エアドームに入ると物語が始まる。
映像でＳＤＧｓを学ぼう。

ＳＤＧｓのエアドーム23
映像で学ぶ

ダンスで足が速くなる？！
音楽に合わせて挑戦してみよう！！

足が速くなるダンス29 楽しくチャレンジ！

移動動作を用いて、人が持つ本来の
身体能力を引き出すスポーツ！ 
君もやってみよう！

子ども向けパルクール体験30 まるで忍者！？助けて～
火事だ～

「安心」にかかわる
コンテンツ

「安全」にかかわる
コンテンツ

「健康」にかかわる
コンテンツ

「まちづくり」にかかわる
コンテンツ

寄贈先：いしかわフードバンク・ネット



新型コロナ対策取組宣言
わたしたちは感染予防対策に取組んでいます。
We take preventive measure against COVID-19.
お客さまとスタッフの健康と安全の確保を最優先に運営してまいります。スタッフのマスク着用・手洗い・
消毒・検温などの対策を徹底。また、お客さまにもマスク着用の上でご来場をお願いしております。
ご不便をおかけして申し訳ありませんが、何卒ご理解・ご協力をお願いいたします。

損害保険ジャパン株式会社　金沢支店　Tel：076-232-1121本イベントに関するお問い合わせ先 

損害保険ジャパン株式会社　金沢支店主催
石川県、金沢市、小松市、野々市市、能美市、かほく市、輪島市、羽咋市、
北國新聞社、石川テレビ放送、テレビ金沢、北陸朝日放送、北陸放送、第一生命保険株式会社金沢支社後援

石川県金沢市無量寺町リ-６５

金沢港クルーズターミナル場所
９：３０～１７：００時間

住所

SOMPOいしかわパーク
・ ・安心 安全 健康のテーマパーク「いしかわのまちづくり」

Future Care Lab in Japan
未来の介護プロジェクト　

介護関連サービス
（介護施設、介護サービス他）

メンタルヘルスチェック・復帰支援
LLax seed・LLax Standard

認知症サポート 
SOMPO笑顔倶楽部

健診サービス・ヘルスリポート
ウェルネス・コミュニケーションズ

メンタルヘルス事業 生活習慣病予防事業

SOMPOひまわり生命
各種生命保険

（終身・医療・定期・収入保障など）

健康☆チャレンジ！制度

各種損害保険
（自動車、火災、傷害、賠償責任など）

防災について学ぶ・体験する

おとなの自動車保険 事故現場安心サポート
（企業提携：ＡＬＳＯＫ）

防災ジャパンダプロジェクト

ドラレコ特約

損保ジャパン

セゾン自動車火災

グループ経営理念
SOMPOグループは、お客さまの視点で
すべての価値判断を行い、保険を基盤として

さらに幅広い事業活動を通じ、
お客さまの安心・安全・健康に資する

最高品質のサービスをご提供し、社会に貢献します。

SOMPO INTERNATIONAL
各国現地法人・駐在員事務所

リスクコンサルティング事業
SOMPOリスクマネジメント

リフォーム事業
フレッシュハウス

確定拠出年金事業
損保ジャパンDC証券

少額短期保険
Mysurance

駐車場シェアリング
Akippa

DeNA SOMPO Carlife

デジタルテクノロジー
SOMPO Digital Lab

資産運用・投資顧問
SOMPOアセットマネジメント

先端科学技術分野研究
提携：慶應義塾大学先端生命科学研究所

Level IV Discovery
安心・安全な自動運転の社会実装

延長保証サービス
SOMPOワランティ

カーリース
SOMPOで乗－る
DeNA SOMPO Carlife

カーシェア
Anyca

DeNA SOMPO Mobility

海外保険事業

その他サービス

スマホで見るだけの本格テスト

脳ケアニューロトラック 

グループ事業紹介

SOMPOケア

SOMPOヘルスサポート

SOMPO
ホールディングス
WEBサイト

損保ジャパン
WEBサイト

・新型コロナウイルス感染症の拡大状況によってはイベントを中止する場合がございます。
・悪天候の場合や主催者の都合により開催が中止または内容が変更になる場合がございます。
・荷物の盗難やその他いかなるトラブルに関してもイベント関係者側では一切責任を負いかねます。
・当日の事故・混乱防止のため様々な制限を設けさせていただくことがございます。

イベントに関する
注意事項

Direct   Repair   Service

【白山市】
防災力向上に
係る連携・協力

【白山市】
防災力向上に
係る連携・協力

【石川県警察本部】
包括連携協定
【石川県警察本部】
包括連携協定

【公益社団法人日本青年会議所】　
北陸信越地区　

石川ブロック協議会との
防災に関する連携協定

【公益社団法人日本青年会議所】　
北陸信越地区　

石川ブロック協議会との
防災に関する連携協定

【S.A.T.】
広域災害
対応体制

【S.A.T.】
広域災害
対応体制

３×３ＧＡＭＥＳ

【羽咋市】
包括連携協定
【羽咋市】
包括連携協定

【かほく市】
防災力向上にかかる
相互協定に関する協定

【金沢市】
・自転車の安全な利用の
　促進等に係る事業連携　
・IMAGINE KANAZAWA
・持続可能な次世代型
　交通システム連携協定

【野々市市】
防災力向上にかかる
相互協定に関する協定

【代理店ネットワーク】
災害時支援
ステーション

【代理店ネットワーク】
災害時支援
ステーション

【小松市】
女性活躍推進の
相互協力

防災力向上にかかる
相互協力に関する協定

小松市における２大交通拠点につなぐ
自動運転バスの導入事業連携協定

主なイベントのタイムテーブル

午
前

午
後

13：3０
３×３ＧＡＭＥＳ  Ｕ１２男子エキシビジョンマッチ
北陸朝日放送株式会社

1階

14：3０
３×３ＧＡＭＥＳ  フリースロー大会　
北陸朝日放送株式会社

1階

10：0０
３×３ＧＡＭＥＳ  Ｕ１２女子エキシビジョンマッチ
北陸朝日放送株式会社

1階

11：3０
３×３ＧＡＭＥＳ  フリースロー大会　
北陸朝日放送株式会社

1階

10：3０
３×３ＧＡＭＥＳ  初心者向けバスケットボール教室（事前予約要）
北陸朝日放送株式会社

1階

マイ防災アイデアコンテスト表彰式 1階ステージ

贈呈先：羽咋市

11：15
羽咋市千里浜再生プロジェクト 協賛金贈呈式　1階ステージ

13：15

贈呈先：小松市
小松市包括連携協定式・義援金贈呈式　1階ステージ

13：00
大声コンテスト ＆ 足指力大会　
花王グループカスタマーマーケティング株式会社　株式会社アイシン　アシックス商事株式会社
一般社団法人 北陸SDGs総合研究所

2階デッキ

15：0０
大声コンテスト ＆ 足指力大会表彰式
花王グループカスタマーマーケティング株式会社　株式会社アイシン　アシックス商事株式会社
一般社団法人 北陸SDGs総合研究所

2階デッキ

北陸朝日放送株式会社
３×３ＧＡＭＥＳ  初心者向けバスケットボール教室（事前予約要）　1階
14：00

14：15

寄贈先：特定非営利活動法人 いしかわフードバンクネット
フードドライブ寄贈式 1階ステージ

石川県警察本部　石川県金沢西警察署

14：00～16：00
いぬわし君がやってくる！ 白バイ・パトカーも展示　屋外エリア

金沢市消防局　金沢金石消防署
起震車に乗って地震の揺れを体験しよう 屋外エリア

守ろう砂浜、
残そう未来へ

17：15
ドローンショー と 和太鼓演奏
株式会社ドローンショー　株式会社ホクスイ　北陸朝日放送株式会社　DIA+

屋外エリア

17：00
石川県医師会・石川県看護協会への寄付金贈呈式 1階ステージ



新型コロナ対策取組宣言
わたしたちは感染予防対策に取組んでいます。
We take preventive measure against COVID-19.
お客さまとスタッフの健康と安全の確保を最優先に運営してまいります。スタッフのマスク着用・手洗い・
消毒・検温などの対策を徹底。また、お客さまにもマスク着用の上でご来場をお願いしております。
ご不便をおかけして申し訳ありませんが、何卒ご理解・ご協力をお願いいたします。
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