PRESS INFORMATION
Motorcycle Federation of Japan
2019 年 3 月 22 日発行

走ろう東北！MFJ 東北復興応援ツーリング 2019 開催決定！
8/3 石巻市「サン・ファンパーク」でキックオフイベント開催！
一般財団法人日本モーターサイクルスポーツ協会（以下、MFJ）では、本年も 8 月に「走ろう東北！
MFJ 東北復興応援ツーリング 2019」を開催いたします。本イベントは、全国のオートバイライダー
の皆様にご協力いただき、オートバイの機動力を活かして、東日本大震災で被災した岩手県、宮城
県、福島県の主に沿岸部の復興を応援する取り組みです。
5 年目を迎えた今年は、第 1 回のイベント開催地である宮城県石巻市「サン・ファンパーク」での
キックオフイベントを皮切りに、8 月 3 日から 8 月 31 日までの約 1 ヶ月間をツーリング期間として
設定します。参加ライダーの皆様には、自由にツーリングしながら被災地の今を知っていただき、現地で見つけたおスス
メスポットやグルメ情報など新しい東北の魅力を Twitter に投稿、発信していただくことで、復興応援の輪を広げます。
なおキックオフイベント当日は、MFJ 復興応援大使である風間深志氏をはじめ、ゲストによるトークステージ、出発式
など行い、震災から 8 年が経過した現在に合わせた復興支援の在り方を共有し、メッセージとして発信します。

プレス、メディア各社の皆様におかれましては、事前告知にご協力いただきますとともに、ぜひ当日取材にお越
しいただき、御社媒体にてご紹介いただきますようお願いいたします。

■走ろう東北！MFJ 東北復興応援ツーリングとは？
全国のバイクユーザーの方々のご協力を得ながら、東北沿岸部の復興をサ
ポートすることを目的にしたツーリング企画で、2015 年から開始し今年で 5
年目を迎えます。多くのライダーの皆様に東北へ足を運んでいただくきっか
けとなる現地イベントを開催し、参加ライダーの皆様がツーリングをしなが
ら見つけたおすすめスポットやルート、グルメなどを SNS に投稿し、東北の
魅力を発信していただくことで継続的な復興応援につなげます。
ツーリング期間終了後は、投稿内容を総合的に審査して参加者の中から「最
優秀東北復興応援ライダー」を選出し、12 月に開催する「MFJ MOTO AWARDS」
2018 年度の様子

にて表彰致します。
＜2019 年度 開催概要＞

名称
ツーリング期間
ツーリング対象地域
主催

走ろう東北! MFJ 東北復興応援ツーリング 2019
2019 年 8 月 3 日（土）～8 月 31 日（土）
東日本大震災で被災した主に岩手県・宮城県・福島県の沿岸部
一般財団法人日本モーターサイクルスポーツ協会（MFJ）
東北応援の旅・ツーリング 2019 実行委員会

公認
運営協力

国際モーターサイクリズム連盟（FIM）
MFJ 加盟団体・東北モーターサイクルスポーツ協会（MFJ 東北）
特定非営利活動法人地球元気村/株式会社風間深志事務所、有限会社クライム、
TOMOWEL Promotion(株)

後援
(予定・申請中含む)

観光庁、復興庁、宮城県、石巻市、岩手県、福島県、BIKE LOVE FORUM 開催実行委員会
一般社団法人美園タウンマネジメント、一般社団法人日本自動車工業会、
一般社団法人日本二輪車普及安全協会、一般社団法人全国二輪車用品連合会、
全国オートバイ協同組合連合会、河北新報社、テレビ岩手、エフエム岩手、NHK 仙台放
送局、仙台放送、TBC 東北放送、ミヤギテレビ、エフエム仙台

参加費

無料

エントリー開始日

2019 年 6 月 3 日（月）

＜WEB による参加登録＞

公式ホームページ

http://www.mfj.or.jp/touring/
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■ キックオフイベント 「MFJ 東北復興応援ミーティング in 石巻 2019」 開催！
5 年目の節目となる今年は、宮城県石巻市「サン・ファンパーク」にてキックオフイベント「東北復興応援ミーティ
ング in 石巻 2019」を開催いたします。第 1 回のイベント開催地であるサン・ファンパークにライダーが再び集結し
て出発式を行い約 1 か月間の東北復興応援ツーリング 2019 をスタートします。
当日は、MFJ 東北復興応援大使の風間深志氏や東北を熟知したツーリング界のレジェンドライダー賀曽利隆氏などゲ
ストらによるステージプログラムでは、これまでの活動を振り返りながら今年の復興応援活動の在り方を参加者の皆様
と共有し、メッセージとして発信します。
＜イベント概要＞
名称：MFJ 東北復興応援ミーティング in 石巻 2019
日時：2019 年 8 月 3 日（土）13:00～16:00 （予定）
会場：サン・ファン・バウティスタパーク（通称「サン・ファンパーク」）
（宮城県石巻市渡波字大森 30 番地 2）
※参加無料、雨天決行、荒天中止

＜タイムスケジュール（予定）＞
「サン・ファンパーク」

12:00～

参加者受付開始

13:00～

イベント開始

15:00～

出発式

16:00

イベント終了予定

ステージプログラム

＜イベント内容＞
 開会セレモニー、オリエンテーション
 ゲストによるトークショー等ステージイベント
 東北復興応援ブースの出展、募金活動
 MFJ 東北復興応援ツーリング 2019 出発式

等

出発式の様子（2015 年）

＜ゲスト＞
風間 深志 氏

（冒険家/MFJ 東北復興応援大使）

賀曽利 隆 氏

（ツーリング界のレジェンドライダー）

※その他ゲスト調整中につき、決定次第 HP にてお知らせ致します。

風間 深志 氏

賀曽利 隆 氏

■あなたが東北の宣伝マン！ 東北の魅力を Twitter で広めよう！
MFJ 東北復興応援ツーリング公式アカウントをフォローして東北の魅力を投
稿しよう！投稿されたツイートから「東北復興応援マップ」を製作し、キック
オフイベントで掲出します。またツーリング期間終了後に、公式ホームページ
で公開します。

なお、参加ライダー以外の方も投稿可能です。ぜひお気に入りの場所
やグルメ情報などを投稿、拡散していただき、東北を訪れるライダーの
ツーリングルートに加えてもらいましょう。
Twitter 公式アカウント：＠MFJ_TOURING
「＃MFJ ツーリング」をつけてあなたのオススメを投稿してください！
※

募集開始：2019 年 4 月 1 日～

※

参加ライダーの方は、8 月 3 日～8 月 31 日までの投稿内容を「最優秀東北復興応援ライダー」の審査対象とさせて
いただきます。
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■“最優秀東北復興応援ライダー”表彰
本ツーリングに参加していただいたツーリングライダーの中から特に東北復
興応援に貢献したツーリングライダーを 12 月に開催する「MFJ MOTO AWARDS」
で表彰致します。ツイッターの投稿内容を総合的に評価し、東北復興応援に貢
献したライダーを表彰致します。
（12 月 14 日(土)/日経ホールにて開催予定）

2018 年度の表彰式の様
子

＜ 本件に関するお問い合わせ ＞
▼本プレスリリース、写真、ロゴは、MFJ 東北復興応援ツーリング 2019 公式ホームページよりダウンロードできます。

http://www.mfj.or.jp/touring/

（ページ最下部「お問い合わせ」をご覧ください。）

◎参加および運営に関するお問い合わせ
東北応援の旅・ツーリング 2019 実行委員会事務局（河和田屋印刷株式会社 内）
〒169-0075

東京都新宿区高田馬場 1-21-13 廣池ビル 2 階

TEL 03-3200-7777

E-Mail tohoku-touring@mfj.or.jp
◎プレスリリースおよび取材に関するお問い合わせ
一般財団法人 日本モーターサイクルスポーツ協会(MFJ)
〒104－0045 東京都中央区築地 3-11-6 築地スクエアビル 10 階

FAX 03-3200-2715

TEL 03-5565-0900

FAX 03-5565-0908

一般財団法人日本モーターサイクルスポーツ協会（MFJ）
日本国内のモーターサイクルスポーツ（バイクレース）を統括する団体として 1961 年に設立された、国際モーターサイ
クリズム連盟（FIM）に加盟する唯一の日本代表機関です。モーターサイクルスポーツの普及振興を計り、国民の心身の健
全な発達に寄与することを目的とし、様々な事業を展開しています。世界選手権や全日本選手権を頂点とする「競技スポー
ツ」としてのレース振興はもとより、男女問わず幅広い年齢層に受け入れられる「生涯スポーツ」としての普及を目指して
おり、一人でも多くの方にモーターサイクルスポーツを楽しんでいただける環境作りを進めています。
（ http://www.mfj.or.jp/ )
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