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東京都及び神奈川県 ２月１日～３月３１日
東京ステーションホテル
ホテルニューグランド

石巻フェア

宮城県 3月1日～11日 大阪駅前曾根崎地下歩道ＰＲコーナー みやぎの復興まちづくりパネル展

仙台管区気象台
国土地理院東北地方測量部

3月1日～15日 仙台市生涯学習センター パネル展 「震災で得た教訓を忘れず未来へ進む」

一般財団法人
みなと総合研究財団

3月3日 福島県内 復興を後押しする小名浜港の見学ツアー

ほっかいどう防災教育協働ネットワー
ク「ほっかいどう防災ひろばinチ・カ・

ホ」協働プロジェクト推進チーム
3月6日 札幌駅前通地下広場　北４条展示空間 ほっかいどう防災ひろばinチ・カ・ホ

農林水産省 3月7日～11日 農林水産省「消費者の部屋」
特別展示

「再発見！東北の豊かなみのり～5年間の歩みとともに～」

国土交通省
霞ヶ浦河川事務所

3月9日
レイクエコー

（茨城県行方市）
～大震災の記憶を風化させないために～

東日本大震災から５年　講演会

東北地方整備局 3月10日
江陽グランドホテル

（仙台市内）
「東日本大震災５年シンポジウム」

～建設技術者が果たした役割、そしてこれから～

岩手県、
大船渡市

3月11日 大船渡市民文化会館大ホール 東日本大震災津波岩手県・大船渡市合同追悼式

岩手県岩泉町ほか 3月11日 小本津波防災センター ３．１１メモリアル・イベント

岩手県大槌町 3月11日 大槌町役場多目的会議室 大槌町東日本大震災津波追悼式

岩手県釜石市 3月11日 岩手県立釜石高等学校 釜石市東日本大震災犠牲者追悼式

岩手県久慈市 3月11日 久慈市文化会館 東日本大震災復興祈念式～３．１１を忘れない～

岩手県田野畑村 3月11日 田野畑村アズビィホール 田野畑村東日本大震災追悼式

平成２８年３月に各地で予定されている主なイベント（平成28年3月15日時点）

http://www.tokyostationhotel.jp/plans/delice-ishinomaki/
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/fukumachi/panel-fukko.html
http://www.jma-net.go.jp/sapporo/oshirase/2016/28chikaho.pdf
http://www.maff.go.jp/j/syouan/heya/280307.html
http://www.maff.go.jp/j/syouan/heya/280307.html
http://www.thr.mlit.go.jp/bumon/kisya/kisyah/images/59736_1.pdf
http://www.thr.mlit.go.jp/bumon/kisya/kisyah/images/59736_1.pdf
http://www.pref.iwate.jp/fukkounougoki/event/042368.html
http://www.town.otsuchi.iwate.jp/docs/2016012200039/
http://www.city.kamaishi.iwate.jp/fukko_joho/fukko_event/detail/1199396_3146.html
https://www.pref.iwate.jp/event/moyooshi/042346.html
http://www.vill.tanohata.iwate.jp/docs/2016021200013/
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岩手県宮古市 3月11日 宮古市民文化会館 宮古市東日本大震災五周年追悼式

岩手県野田村 3月11日 野田村体育館 東日本大震災犠牲者追悼式

盛岡広域首長懇談会 3月11日 岩手県公会堂大ホール 東日本大震災５周年行事～復興への誓い

岩手県陸前高田市 3月11日 陸前高田市コミュニティホール 陸前高田市東日本大震災追悼式

岩手県山田町 3月11日 山田町中央公民館 東日本大震災・大津波　山田町犠牲者五周年追悼式

宮城県 3月11日 県庁、大崎合同庁舎、大河原合同庁舎 東日本大震災犠牲者追悼献花・記帳所の設置

宮城県石巻市 3月11日 石巻市河北総合センター 東日本大震災石巻市追悼式

宮城県岩沼市 3月11日 岩沼市民会館 東日本大震災五周年岩沼市追悼式

宮城県女川町 3月11日 女川町総合体育館 東日本大震災女川町追悼式

宮城県気仙沼市 3月11日 気仙沼市総合体育館 気仙沼市東日本大震災追悼式

宮城県塩竈市 3月11日 塩竈ガス体育館 東日本大震災塩竈市追悼式

宮城県七ヶ浜町 3月11日 七ヶ浜国際村 東日本大震災追悼式

宮城県仙台市 3月11日 宮城野体育館 東日本大震災仙台市追悼式

宮城県多賀城市 3月11日 多賀城市文化センター 東日本大震災多賀城市追悼式

宮城県名取市 3月11日 名取市文化会館 東日本大震災名取市追悼式

http://www.city.miyako.iwate.jp/somu/sinsai5syuunen.html
http://www.vill.noda.iwate.jp/syomuzaiseihann/385.html
http://www.city.morioka.iwate.jp/event/event/035180.html
http://www.city.rikuzentakata.iwate.jp/shinsai/tuitou/annai.html
http://www.town.yamada.iwate.jp/06_yakuba/soumu/28tuitousiki.html
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kikitaisaku/tuitou.html
http://www.city.ishinomaki.lg.jp/cont/10102000/isge2/20140206081512.html
http://www.city.iwanuma.miyagi.jp/kakuka/010300/tuitousiki.html
http://www.town.onagawa.miyagi.jp/pdf/20160226_tuitoushiki.pdf
http://www.city.kesennuma.lg.jp/www/contents/1360741426146/
https://www.city.shiogama.miyagi.jp/shiminsomu/tuitousiki2.html
http://www.city.sendai.jp/shisei/1221120_1984.html
http://www.city.tagajo.miyagi.jp/hisho/kurashi/daishinsai/tuito-gyoji.html
http://www.city.natori.miyagi.jp/soshiki/soumu/seisaku/node_37905
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宮城県東松島市 3月11日 東松島市民体育館 平成28年度東日本大震災東松島市慰霊祭

宮城県南三陸町 3月11日
南三陸町総合体育館

（ベイサイドアリーナ）
東日本大震災南三陸町追悼式

宮城県山元町 3月11日 山元町体育文化センター 東日本大震災五周年山元町追悼式

宮城県亘理町 3月11日 亘理町中央公民館 東日本大震災5周年亘理町合同追悼式

宮城県 3月11日～6月24日
宮城県図書館

２F展示室ほか
東日本大震災文庫展Ⅵ

「いつまでも忘れないために～未来へ伝える記憶と記録～」

福島県 3月11日 福島県文化センター ３．１１ふくしま追悼復興祈念行事

福島県新地町 3月11日 新地町農村環境改善センター 東日本大震災新地町追悼式

福島県相馬市 3月11日 相馬市民会館 相馬市東日本大震災追悼式

福島県相馬市 3月11日 スポーツアリーナそうま 相馬市東日本大震災追悼式

福島県富岡町 3月11日 あおき郡山斎苑 3.11慰霊祭、震災関係企画展

福島県楢葉町 3月11日 天神岬スポーツ公園 楢葉町東日本大震災津波犠牲者追悼式

公益社団法人
宮城県看護協会

3月12日～13日
宮城県看護協会会館
看護研修センター

震災フォーラム

福島県国見町 3月12日 国見町観月台文化センター 東日本大震災を考える町民のつどい

福島県郡山市 3月12日 ニコニコこども館 郡山市震災後子どものケアプロジェクト５周年記念フォーラム

福島県いわき市 3月12日 ①いわき駅前
②いわき市石炭・化石館（ほるる）第二駐車場

スタディツアー（久之浜/北コース）

http://www.city.higashimatsushima.miyagi.jp/topics_news/new/article/%E5%B9%B3%E6%88%9028%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E6%9D%B1%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%A4%A7%E9%9C%87%E7%81%BD%E6%9D%B1%E6%9D%BE%E5%B3%B6%E5%B8%82%E6%85%B0%E9%9C%8A%E7%A5%AD
http://www.town.minamisanriku.miyagi.jp/index.cfm/7,10034,77,html
http://www.town.yamamoto.miyagi.jp/soshiki/1/3007.html
http://www.town.watari.miyagi.jp/news/index.cfm/detail.1.22362.html
http://www.library.pref.miyagi.jp/latest/events/entertainments/692-201603moyooshi.html
http://www.library.pref.miyagi.jp/latest/events/entertainments/692-201603moyooshi.html
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11015a/kikaku-311-2016.html
http://www.shinchi-town.jp/soumu/905.html
https://www.city.soma.fukushima.jp/newly/120311_tuitou.html
http://www.tomioka-town.jp/event/2016/02/002774.html
http://www.miyagi-kango.or.jp/news/detail.php?aid=190&s=miyagiNursingAssociation
http://www.town.kunimi.fukushima.jp/groups/somu/news_item.2016-02-19.5858172042
http://www.city.koriyama.fukushima.jp/221000/20160312careproject2.html
http://iwaki-revival.com/tour/
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名古屋市
中部地方整備局

3月12日 名古屋市港防災センター
あれから５年「東日本大震災展」

～災害時に働く人の活動や車両を知ろう～

一般財団法人自治体国際化協会、
仙台市

3月13日 せんだいメディアテーク
ＪＥＴ参加者の震災経験

～東日本大震災から５年～

福島県 3月13日
ホテルはまつ
（郡山市）

ふくしま復興を考える県民シンポジウム2016

福島県大玉村 3月13日 農村環境改善センター（大玉村） 大玉村復興の集い 2016

福島県広野町 3月13日 広野町中央体育館 ＮＨＫのど自慢

情報通信研究機構 3月14日 仙台国際センター 耐災害ICT研究シンポジウム及びデモンストレーション２０１６

東北経済産業局 3月18日 仙台第二合同庁舎８階会議室 商店街活性化支援施策説明会及び個別相談会

日本循環器学会学術集会 3月18日～20日
東北大学百周年記念会館

　川内萩ホール
第８０回日本循環器学会学術集会 東日本大震災復興５周年企画展示

特定非営利活動法人せんだい・みやぎNPOセンター、

一般社団法人みやぎ連携復興センター、
公益財団法人地域創造基金さなぶり

3月19日
サッポロビール株式会社 仙台工場

ゲストホール
西松建設まちづくり基金「ふりかえりフォーラム ～次年度へ向けて

～」

旅まつり名古屋実行委員会 3月19日～２０日
久屋大通公園 久屋広場・エンゼル広場

（愛知県名古屋市）
「旅まつり名古屋２０１６」福島観光ＰＲ

いわて未来づくり機構 3月19日 ホテルメトロポリタン盛岡本館 第６回いわて復興未来塾

宮城県亘理町 3月19日 鳥の海スマートIC内 常磐自動車道　鳥の海スマートIC開通式

福島県いわき市 3月19日
集合場所

①いわき駅前
②いわき市石炭・化石館（ほるる）第二駐車場

スタディツアー（薄磯/久之浜コース）

絵本コンサート「はなちゃんの
はやあるき　はやあるき」実行委員会

3月20日 久慈市文化会館 絵本コンサート「はなちゃんの　はやあるき　はやあるき」

観光庁 3月22日
品川インターシティホール

（東京都）
北海道と東北の観光交流促進シンポジウム

http://minato-bousai.jp/special_event_info201603.html
http://minato-bousai.jp/special_event_info201603.html
http://jetprogramme.org/ja/info/greateastjapanearthquake/
http://jetprogramme.org/ja/info/greateastjapanearthquake/
http://www.fukko-fukushima2016.jp/
https://www.vill.otama.fukushima.jp/oshirase/1031/
ＮＨＫのど自慢
http://www.nict.go.jp/reict/symposium2016/
http://www.tohoku.meti.go.jp/s_shogyo/topics/160304.html
http://www2.convention.co.jp/jcs2016/annai/panel_160304.pdf
http://www.minmin.org/?p=3187
http://www.minmin.org/?p=3187
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/01440a/news.html
http://www.pref.iwate.jp/fukkounougoki/event/042609.html
http://iwaki-revival.com/tour/
http://ahall.city.kuji.iwate.jp/event/evt4894.html
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東北経済産業局、

独立行政法人中小企業基盤整備機構東北支部、

東経連ビジネスセンター
3月23日

ＴＫＰガーデンシティ仙台
ホールＤ　ＡＥＲ30階

「東北支援人材サミット」
～ものづくり企業における「価値づくり」戦略：支援人材活用初めの一歩か

ら成長スパイラルへ～

環境省
（日本生態学会）

3月24日 仙台国際センター
自由集会「南海トラフ巨大地震に備えて、環境省は、生態学者はなにを

すべきか ～東日本大震災生態系影響モニタリングの成果から～」

東北地方整備局営繕部 3月24日
ＡＥＲ（アエル）５階

仙台市情報・産業プラザネットＵ
多目的ホール

「東日本大震災から５年を振り返る」
～公共建築の復旧と創生～

福島県 3月24日
産総研 福島再生可能エネルギー研究所

本館１階　ＦＲＥＡホール
福島県再生可能エネルギー次世代技術開発事業研究成果報告会

岩手県大槌町 3月25日
大槌川左岸
源水大橋

源水大橋開通式

宮城県女川町 3月25日 女川町地方卸売市場東荷捌場 女川みなとびらき・湾口防波堤完成式

宮城県多賀城市 3月26日 東北学院大学工学部 減災市民会議

宮城県石巻市 3月26日 石巻市蛇田 JRあゆみ野駅開業式典

福島県いわき市 3月26日
集合場所

①いわき駅前
②いわき市石炭・化石館（ほるる）第二駐車場

スタディツアー（小名浜/薄磯コース）

福島県南相馬市 3月27日 南相馬市原町区萱浜 南相馬市鎮魂復興市民植樹祭

http://www.tohoku.meti.go.jp/s_shinki/topics/160302.html
http://www.tohoku.meti.go.jp/s_shinki/topics/160302.html
http://www.tohoku.meti.go.jp/s_shinki/topics/160302.html
http://www.esj.ne.jp/meeting/abst/63/W32.html
http://www.esj.ne.jp/meeting/abst/63/W32.html
http://www.thr.mlit.go.jp/Bumon/B00093/K00490/eizen/event/img/kouenkai-20160324.pdf
http://www.thr.mlit.go.jp/Bumon/B00093/K00490/eizen/event/img/kouenkai-20160324.pdf
http://iwaki-revival.com/tour/
https://www.city.minamisoma.lg.jp/favicon.ico

