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を融合！！

過去最多！
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全国249信用金庫協賛
全国249信用金庫協賛

in「47CLUB」インターネット通販サイトin「47CLUB」インターネット通販サイト

興こし酒「2020絆舞」「絆華」が、
古関メロディーが、

羽田から全国をつなぐ！
“地域の逸品”

約300品を厳選！

「“よい仕事おこし”フェア」実行委員会事務局「“よい仕事おこし”フェア」実行委員会事務局

in 羽田イノベーションシティin 羽田イノベーションシティ

11／5・611／5・6

20202020
“よい仕事おこし”フェア“よい仕事おこし”フェア



リアル開催リアル開催  （会場実施）  （会場実施）
 2020年 11月5日（木）13：00～17 2020年 11月5日（木）13：00～17：：0000
  11月6日（金）10  11月6日（金）10：：00～1600～16：：0000
Web開催　Web開催　 （インターネット）（インターネット）
 2020年11月5日（木）～2020年12月25日（金） 2020年11月5日（木）～2020年12月25日（金）

リアル会場リアル会場 羽田イノベーションシティ（〒144-0041　大田区羽田空港1-1-4） 羽田イノベーションシティ（〒144-0041　大田区羽田空港1-1-4）
WebサイトWebサイト 信金マン推薦「日本まるごと物産展」 信金マン推薦「日本まるごと物産展」
 （「47CLUB」インターネット通販サイト内特設コーナー） （「47CLUB」インターネット通販サイト内特設コーナー）
 https://www.47club.jp/event/shinkin https://www.47club.jp/event/shinkin

「＂よい仕事おこし＂フェア「＂よい仕事おこし＂フェア」」実行委員会実行委員会

アイオー信用金庫・愛知信用金庫・会津信用金庫・青い森信用金庫・青木信用金庫・秋田信用金庫・朝日信用金アイオー信用金庫・愛知信用金庫・会津信用金庫・青い森信用金庫・青木信用金庫・秋田信用金庫・朝日信用金
庫・旭川信用金庫・足利小山信用金庫・足立成和信用金庫・阿南信用金庫・網走信用金庫・あぶくま信用金庫・天庫・旭川信用金庫・足利小山信用金庫・足立成和信用金庫・阿南信用金庫・網走信用金庫・あぶくま信用金庫・天
草信用金庫・奄美大島信用金庫・新井信用金庫・アルプス中央信用金庫・淡路信用金庫・飯田信用金庫・飯塚信用草信用金庫・奄美大島信用金庫・新井信用金庫・アルプス中央信用金庫・淡路信用金庫・飯田信用金庫・飯塚信用
金庫・石巻信用金庫・石動信用金庫・いちい信用金庫・一関信用金庫・伊万里信用金庫・上田信用金庫・羽後信用金庫・石巻信用金庫・石動信用金庫・いちい信用金庫・一関信用金庫・伊万里信用金庫・上田信用金庫・羽後信用
金庫・宇和島信用金庫・永和信用金庫・越前信用金庫・愛媛信用金庫・遠州信用金庫・遠軽信用金庫・青梅信用金金庫・宇和島信用金庫・永和信用金庫・越前信用金庫・愛媛信用金庫・遠州信用金庫・遠軽信用金庫・青梅信用金
庫・大分信用金庫・大分みらい信用金庫・大垣西濃信用金庫・大川信用金庫・大阪信用金庫・大阪厚生信用金庫・庫・大分信用金庫・大分みらい信用金庫・大垣西濃信用金庫・大川信用金庫・大阪信用金庫・大阪厚生信用金庫・
大阪シティ信用金庫・大阪商工信用金庫・大田原信用金庫・大牟田柳川信用金庫・岡崎信用金庫・おかやま信用金大阪シティ信用金庫・大阪商工信用金庫・大田原信用金庫・大牟田柳川信用金庫・岡崎信用金庫・おかやま信用金
庫・渡島信用金庫・小浜信用金庫・帯広信用金庫・遠賀信用金庫・鹿児島信用金庫・鹿児島相互信用金庫・柏崎信庫・渡島信用金庫・小浜信用金庫・帯広信用金庫・遠賀信用金庫・鹿児島信用金庫・鹿児島相互信用金庫・柏崎信
用金庫・かながわ信用金庫・金沢信用金庫・鹿沼相互信用金庫・蒲郡信用金庫・亀有信用金庫・加茂信用金庫・烏用金庫・かながわ信用金庫・金沢信用金庫・鹿沼相互信用金庫・蒲郡信用金庫・亀有信用金庫・加茂信用金庫・烏
山信用金庫・唐津信用金庫・川口信用金庫・川崎信用金庫・川之江信用金庫・観音寺信用金庫・北伊勢上野信用金山信用金庫・唐津信用金庫・川口信用金庫・川崎信用金庫・川之江信用金庫・観音寺信用金庫・北伊勢上野信用金
庫・北おおさか信用金庫・北上信用金庫・北群馬信用金庫・北空知信用金庫・北見信用金庫・きのくに信用金庫・庫・北おおさか信用金庫・北上信用金庫・北群馬信用金庫・北空知信用金庫・北見信用金庫・きのくに信用金庫・
吉備信用金庫・岐阜信用金庫・紀北信用金庫・九州ひぜん信用金庫・京都信用金庫・京都中央信用金庫・京都北都吉備信用金庫・岐阜信用金庫・紀北信用金庫・九州ひぜん信用金庫・京都信用金庫・京都中央信用金庫・京都北都
信用金庫・桐生信用金庫・釧路信用金庫・熊本信用金庫・熊本中央信用金庫・倉吉信用金庫・呉信用金庫・桑名三信用金庫・桐生信用金庫・釧路信用金庫・熊本信用金庫・熊本中央信用金庫・倉吉信用金庫・呉信用金庫・桑名三
重信用金庫・気仙沼信用金庫・興産信用金庫・高知信用金庫・興能信用金庫・甲府信用金庫・神戸信用金庫・郡山重信用金庫・気仙沼信用金庫・興産信用金庫・高知信用金庫・興能信用金庫・甲府信用金庫・神戸信用金庫・郡山
信用金庫・コザ信用金庫・湖東信用金庫・小松川信用金庫・西京信用金庫・埼玉縣信用金庫・佐賀信用金庫・さが信用金庫・コザ信用金庫・湖東信用金庫・小松川信用金庫・西京信用金庫・埼玉縣信用金庫・佐賀信用金庫・さが
み信用金庫・佐野信用金庫・さわやか信用金庫・佐原信用金庫・三条信用金庫・滋賀中央信用金庫・しずおか焼津み信用金庫・佐野信用金庫・さわやか信用金庫・佐原信用金庫・三条信用金庫・滋賀中央信用金庫・しずおか焼津
信用金庫・しののめ信用金庫・芝信用金庫・新発田信用金庫・島田掛川信用金庫・しまなみ信用金庫・しまね信用信用金庫・しののめ信用金庫・芝信用金庫・新発田信用金庫・島田掛川信用金庫・しまなみ信用金庫・しまね信用
金庫・島根中央信用金庫・上越信用金庫・湘南信用金庫・城南信用金庫・城北信用金庫・昭和信用金庫・白河信用金庫・島根中央信用金庫・上越信用金庫・湘南信用金庫・城南信用金庫・城北信用金庫・昭和信用金庫・白河信用
金庫・新宮信用金庫・新庄信用金庫・新湊信用金庫・須賀川信用金庫・巣鴨信用金庫・諏訪信用金庫・静清信用金金庫・新宮信用金庫・新庄信用金庫・新湊信用金庫・須賀川信用金庫・巣鴨信用金庫・諏訪信用金庫・静清信用金
庫・西武信用金庫・関信用金庫・瀬戸信用金庫・仙南信用金庫・空知信用金庫・大地みらい信用金庫・高岡信用庫・西武信用金庫・関信用金庫・瀬戸信用金庫・仙南信用金庫・空知信用金庫・大地みらい信用金庫・高岡信用
金庫・高崎信用金庫・高鍋信用金庫・高松信用金庫・高山信用金庫・田川信用金庫・瀧野川信用金庫・但馬信用金金庫・高崎信用金庫・高鍋信用金庫・高松信用金庫・高山信用金庫・田川信用金庫・瀧野川信用金庫・但馬信用金
庫・たちばな信用金庫・伊達信用金庫・館林信用金庫・館山信用金庫・多摩信用金庫・玉島信用金庫・但陽信用金庫・たちばな信用金庫・伊達信用金庫・館林信用金庫・館山信用金庫・多摩信用金庫・玉島信用金庫・但陽信用金
庫・筑後信用金庫・知多信用金庫・千葉信用金庫・中栄信用金庫・中南信用金庫・中日信用金庫・銚子信用金庫・庫・筑後信用金庫・知多信用金庫・千葉信用金庫・中栄信用金庫・中南信用金庫・中日信用金庫・銚子信用金庫・
津山信用金庫・鶴岡信用金庫・敦賀信用金庫・東榮信用金庫・東奥信用金庫・東京信用金庫・東京三協信用金庫・津山信用金庫・鶴岡信用金庫・敦賀信用金庫・東榮信用金庫・東奥信用金庫・東京信用金庫・東京三協信用金庫・
東京シティ信用金庫・東京東信用金庫・東京ベイ信用金庫・東春信用金庫・道南うみ街信用金庫・東濃信用金庫・東京シティ信用金庫・東京東信用金庫・東京ベイ信用金庫・東春信用金庫・道南うみ街信用金庫・東濃信用金庫・
東予信用金庫・徳島信用金庫・栃木信用金庫・鳥取信用金庫・砺波信用金庫・利根郡信用金庫・苫小牧信用金庫・東予信用金庫・徳島信用金庫・栃木信用金庫・鳥取信用金庫・砺波信用金庫・利根郡信用金庫・苫小牧信用金庫・
富山信用金庫・豊川信用金庫・豊田信用金庫・豊橋信用金庫・長岡信用金庫・長野信用金庫・長浜信用金庫・中兵富山信用金庫・豊川信用金庫・豊田信用金庫・豊橋信用金庫・長岡信用金庫・長野信用金庫・長浜信用金庫・中兵
庫信用金庫・奈良信用金庫・奈良中央信用金庫・新潟信用金庫・にいかわ信用金庫・西尾信用金庫・西中国信用金庫信用金庫・奈良信用金庫・奈良中央信用金庫・新潟信用金庫・にいかわ信用金庫・西尾信用金庫・西中国信用金
庫・西兵庫信用金庫・日新信用金庫・日本海信用金庫・二本松信用金庫・沼津信用金庫・のと共栄信用金庫・延岡庫・西兵庫信用金庫・日新信用金庫・日本海信用金庫・二本松信用金庫・沼津信用金庫・のと共栄信用金庫・延岡
信用金庫・萩山口信用金庫・はくさん信用金庫・幡多信用金庫・八幡信用金庫・花巻信用金庫・浜松いわた信用金信用金庫・萩山口信用金庫・はくさん信用金庫・幡多信用金庫・八幡信用金庫・花巻信用金庫・浜松いわた信用金
庫・播州信用金庫・半田信用金庫・飯能信用金庫・東山口信用金庫・尾西信用金庫・備前日生信用金庫・日田信用庫・播州信用金庫・半田信用金庫・飯能信用金庫・東山口信用金庫・尾西信用金庫・備前日生信用金庫・日田信用
金庫・日高信用金庫・備北信用金庫・ひまわり信用金庫・氷見伏木信用金庫・姫路信用金庫・兵庫信用金庫・枚方金庫・日高信用金庫・備北信用金庫・ひまわり信用金庫・氷見伏木信用金庫・姫路信用金庫・兵庫信用金庫・枚方
信用金庫・平塚信用金庫・広島信用金庫・広島みどり信用金庫・福井信用金庫・福岡信用金庫・福岡ひびき信用金信用金庫・平塚信用金庫・広島信用金庫・広島みどり信用金庫・福井信用金庫・福岡信用金庫・福岡ひびき信用金
庫・福島信用金庫・富士信用金庫・富士宮信用金庫・碧海信用金庫・北星信用金庫・北門信用金庫・北海道信用金庫・福島信用金庫・富士信用金庫・富士宮信用金庫・碧海信用金庫・北星信用金庫・北門信用金庫・北海道信用金
庫・松本信用金庫・三島信用金庫・水沢信用金庫・水島信用金庫・水戸信用金庫・宮城第一信用金庫・宮古信用金庫・松本信用金庫・三島信用金庫・水沢信用金庫・水島信用金庫・水戸信用金庫・宮城第一信用金庫・宮古信用金
庫・宮崎第一信用金庫・村上信用金庫・室蘭信用金庫・目黒信用金庫・盛岡信用金庫・杜の都信用金庫・山形信用庫・宮崎第一信用金庫・村上信用金庫・室蘭信用金庫・目黒信用金庫・盛岡信用金庫・杜の都信用金庫・山形信用
金庫・大和信用金庫・山梨信用金庫・結城信用金庫・横浜信用金庫・⽶子信用金庫・⽶沢信用金庫・留萌信用金庫金庫・大和信用金庫・山梨信用金庫・結城信用金庫・横浜信用金庫・⽶子信用金庫・⽶沢信用金庫・留萌信用金庫
（全国249金庫）（全国249金庫）

開催日時

会　　場

主　　催

協　　賛

1 「2020 “よい仕事おこし”フェア」 概要
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後援・協力

展　　　示

商談会・相談会

ステージイベント

開　会　式

内閣府・環境省・復興庁・経済産業省関東経済産業局・東北経済産業局・中小企業基盤整備機構関東本部・東京商
工会議所・北海道・青森県・岩⼿県・宮城県・秋田県・山形県・福島県・栃木県・群馬県・千葉県・東京都・神奈
川県・新潟県・富山県・石川県・岐阜県・静岡県・兵庫県・奈良県・和歌山県・鳥取県・岡山県・広島県・山口
県・愛媛県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮古市・気仙沼市・東松島市・新庄市・いわき市・南相馬市・一
宮町・品川区・目黒区・大田区・世田谷区・杉並区・横浜市・川崎市・相模原市・三条市・柏崎市・高岡市・橿原
市・下関市・宇部市・長門市・諫早市・⼈吉市・東京都信用金庫協会・東北地区信用金庫協会・信金中央金庫・中
日新聞社・福島民報社・東京新聞

出展　47ブース　（イノベーションコリドー）
①教育研究関連5ブース（新宿調理師専門学校ほか）
②マスコミ関連6ブース（株式会社47CLUBほか）
③観光・物販、産業関連27ブース（曙酒造・深野酒造ほか）
④行政5ブース（環境省ほか）
⑤その他4ブース（Guidoorほか）

（羽田イノベーションシティ内「よい仕事おこしプラザ」）
・2020ウエルネス商談会
・新型コロナ対策何でも大相談会
・コロナ感染防止対策製品発表会

（コングレスクエア羽田　ホール 1・2）
・「興こし酒プロジェクト」全国 164 地域のお⽶で造った純⽶大吟醸「2020 絆舞（フレフレきずなまい）」の紹介、鏡開き
・福島県出身の作曲家古関裕而氏の曲を、動画、LIVE歌唱で繋ぐ「古関メロディーで日本を繋ごうプロジェクト」
　……ほか、地域観光ＰＲイベント

開会式　登壇来賓：7名
内閣府　副大臣（ご挨拶） 赤澤　亮正 様
復興庁　統括官付審議官（大臣ご挨拶代読） 堀本　善雄 様
環境省　環境事務次官（ご挨拶） 中井徳太郎 様
衆議院議員　元復興大臣 吉野　正芳 様
経済産業省　関東経済産業局 総務企画部長 向野陽一郎 様
財務省　関東財務局　理財部長 北川　　真 様
財務省　関東財務局　東京財務事務所長 井上　　浩 様

興こし酒プロジェクト「2020絆舞」による鏡開き
信用金庫イメージキャラクター 咲坂　実杏 様

赤澤亮正 様 堀本善雄 様 中井徳太郎 様

咲坂実杏さんより、
飯舘村の菅野前村長に
花束贈呈
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商談会・相談会 （よい仕事おこしプラザ）

信金マン推薦「日本まるごと物産展」（47CLUB通販サイト内）

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、各地から多くの⼈が集まるイベント
開催が困難な状況が続く中で、全国の方々から販路拡大や商談機会を求める声
の高まりを受け、さまざまなビジネスマッチングイベントを企画しました。

感染予防・健康への意識向上に対し、ヘルス関連の食品や雑貨の製造・販売
を営む全国の信用金庫のお取引先とバイヤーを Web 会議システムでつないだ

「2020 ウエルネス商談会」、雇用調整助成金やＩＴ導入補助金、家賃支援給付
金など、法⼈・個⼈問わずコロナ禍における多様なお悩みごとの解決をめざす

「新型コロナ対策何でも大相談会」、ウイルス感染防止対策に関するアイデア
グッズの発表や展示・商談を通じてお取引先企業の技術力をＰＲする「コロナ
感染防止対策製品発表会」を実施しました。

連携協定を結ぶ 47CLUB の全面協力のも
と、Web サイト上で、全国の“信金マンが
厳選した地域の逸品”を特集し、全国の皆様
にご紹介しました。

出　　品：計 290 品目
　　　　　北海道・東北（40 品）／ 関東（138 品）／ 北信越（27 品）
　　　　　東海・近畿（40 品）／ 中国・四国（23 品）／ 九州・沖縄（22 品）
販売期間：2020 年 11 月 5 日（木）～ 2020 年 12 月 25 日（金）

3 展示ブース （イノベーションコリドー）
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〈敬称略〉

福島県出身の作曲家古関裕而氏の楽曲で全国を結んだ「古関メロディーで日本を繋ごうプロジェクト」をはじめ、「地方創生」をテー
マに各地の自治体観光ＰＲイベントやご当地ゆるキャラを交えたパフォーマンス、アーティストのミニライブなど、多彩なイベント
が行われました。

グランドフィナーレでは、福島市の木幡市長やつのだ☆ひろさん、古関裕而氏のご長男である古関正裕さん、スパリゾートハワイ
アンズのダンサーのみなさんをはじめとする関係者、観客のみなさん全員で、これからも日本を明るく元気にしていこう！と勝どき
を上げ、リアル会場のフェアを締め括りました。

コロナ禍の逆境ながら、ほぼ全信用金庫数に迫るご協賛・ご出展に支えられて、「信用金庫による地方創生！」「日本を明るく元気に！」
を不変のテーマに、通算 9 回目の「“よい仕事おこし”フェア」を開催することができました。日本全国 47 都道府県から寄せられた
想いの強さ、絆の確かさを大切に、今後につなげてまいります。

お力添えいただきましたすべての皆様、本当にありがとうございました！

5 ステージイベント （コングレスクエア羽田 ホール1・2）

11/5 司会の唐橋ユミ（左）、
咲坂実杏

スパリゾートハワイアンズ
ダンシングチーム つのだ☆ひろライブ 「飯舘村、お花で村おこし」 ⼭⼝県⻑⾨市観光ＰＲ

和歌⼭県の柿を
「おいしく⾷べて美しく！」

奈良県橿原市×多⾔語観光情報サイト
「Guidoor」トークショー
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■ 発行　城南信用金庫  地域発展支援部  東京都品川区西五反田7-2-3　TEL：03-3493-8130（ダイヤルイン）　　■ 印刷　光写真印刷株式会社

『興こし酒プロジェクト』
フェアのテーマでもある「被災地復興応援」「地域連携」を目

的として、2017 年から「興こし酒プロジェクト」を継続して
います。

■『2020 絆舞』（フレフレ きずなまい）
2019 年、全国 123 地域のお⽶で仕込んだ『絆舞 令和』（き

ずなまい れいわ）に引続き、さらに、47 都道府県 164 地域で
収穫された⽶をブレンドして造った純⽶大吟醸『2020 絆舞』（フレフレ き
ずなまい）が誕生！福島県河沼郡会津坂下町の曙酒造が醸造を行い、貴重な
生酒もご提供しました。

■落花⽣焼酎『絆華』（きのはな）
2019 年も球磨焼酎『絆咲』の醸造を⼿がけた熊本県⼈吉市の深野酒造が、

台⾵・豪⾬で被災した千葉県の復興を応援するため、千葉県産落花⽣を使っ
た焼酎『絆華』（きのはな）づくりに取組みました。

『古関メロディーで日本を繋ごうプロジェクト』
東日本大震災の被災地福島県の出身であり、2020 年のＮＨＫ連続テレビ⼩説『エール』のモデルにもなった作曲家古関裕⽽

⽒の楽曲にフォーカス。
古関氏は、小中学校の校歌や、城南信

用金庫をはじめ全国の信用金庫などの社
歌も数多く⼿がけました。会場では、生
涯で 5,000 曲以上作曲されたと言われ
る耳馴染みのある古関メロディーの中か
ら、各地で収録した動画を放映するとと
もに、「エール」出演者からのビデオメッ
セージ、歌唱披露を通じて、音楽の力で
さらに絆を深めることができました。

スパリゾートハワイアンズのルーツ「常磐炭礦株
式会社」の歴史を辿りながら…つのだ☆ひろさん
＆元炭鉱関係者の皆様

古関メロディー TOP５の楽曲を披露する、つのだ
☆ひろさん（左）＆古関正裕さん中心のライブユ
ニット「喜多三」

各地の校歌歌唱動画など、プロジェクトが収集し
た古関メロディーの資料は、木幡福島市⻑（右）
を通じて、古関裕而記念館に寄贈されました

2020年9月に行われた『絆華』お披露目 深野酒造の出展ブース 曙酒造の出展ブース 『2020絆舞』の醸造工程を説明する
曙酒造の鈴木社⻑
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