復興支援活動

元気 を届ける！

笑顔

セガサ
グルー ミー
プの

セガサミーグループは東日本大震災直後から、継続的な被災地

東日本大震災 活動のあゆみ

2011年3月11日
14時46分
東日本大震災 発生

2011年4月上旬
社員ボランティア
派遣決定

支 援を行ってきました。現地の要請に合わせて、グループの

リソースを用いた多種多様なボランティア活動を実施しています。

ルト
活動アラカ

東日本大震災
被災地応援
イベント

（2011年3月から2020年3月時点）
社員ボランティア活動 & 応援イベント

支援金

約

4

回数

億円

計

100

参加人数

回

のべ

1,237

名

来場者数
のべ

35,620

名

（セガサミーグループコーナー
遊技者数）

2019年度は宮城県塩竈市、東松島市、
女川町、七ヶ浜町、南三陸町にて、遊技

【おながわ秋刀魚収穫祭 2019】

イベントおよびスポーツイベントを開催

（株）
サミーネットワークス マーケティング本部 メディア営業部

しました。
遊技イベントでは、社員ボランティアが

廣澤 潤一（Hirosawa, Junichi）

運営全般を担当。キラデコシールアート、
クラフトスマートボール工作、スマート

初めてのボランティア参加でした。最初は子どもだけで挑戦していた

ボール、ダーツ、フラッシュパッド、UFO

ゲームに途中から参加し、本気で攻略しようと徐々にヒートアップする

キャッチャーなど、セガサミーグループの

保護者もいらっしゃいました。親子でゲームを楽しむ姿を目の当たりにして、

リソースを活用した遊技コーナーのほか、

家族で楽しめるゲームを提供することの重要性を実感できました。

社員による創作綿あめを用意し、全世代

また、普段交流のないグループ会社の社員と一緒に活動できたことで、セガサミー

が楽しめる機会を創出しました。

グループとしての一体感を感じられました。
「感動体験を届ける」という目的での参加
でしたが、私自身が来場者の皆さんから感動をいただき、参加して良かったと実感しました。

【東松島夏まつり 2019】
（株）
セガゲームス
国内アジアパブリッシング事業本部
プロモーション統括部 グラフィックデザイン部

渋田 俊輔（Shibuta, Shunsuke）
今までボランティアの経験はありませんでしたが、
以前から興味があり、初めて参加しました。
通りかかる方々へ挨拶やゲームの説明をしていると笑顔を
多くいただくことができて、エンタテインメントの可能性を強く感じる
ことができました。地域やグループ会社の社員とともにイベントを盛り上
げていく経験は個人ではなかなか得ることが難しいと思いますが、その
サポートを会社が行うことはとても意義があることであり、ボランティア
参加者が増えることを期待します。
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【メリークリスマスin東松島 2019】
（株）
ダーツライブ
DLサービス戦略本部 SPORTS推進部

神保 友香（Jimbo, Yuka）
ダーツコーナーを担当しました。1回のプレイに時間がかか
り、待ち時間が長いうえに、賞品も獲得しづらいコーナーでし
たが、絶え間なくたくさんの方々に遊んでいただきました。中
には、何回も挑戦してくれたり、
「来年も来てくださいね」と
言ってくれる子どももいて、楽しんでもらえたと思います。私
は2回目の参加でしたが、1回目より緊張が解けて、お客さん
と同じように楽しめました。
震災から9 年が経ち、実際に震災を経験していない子どもも
増えてきましたが、私たちの「人を楽しませたい」という初心
を忘れないためにも、この活動は続けていきたいです。

2011年
12月18日
第1回 被災地応援
イベント実施

2011年
6月29日
第1回 社員ボラン
ティア活動実施
がれき撤去など
インフラ復旧を支援

2019年4月
七ヶ浜町との
包括的連携協定締結

活動継続

セガサミーグループの
リソースを活用した
心の復興を支援

復興期

復旧期

【水泳教室 with 松田丈志 2019】
セガサミーホールディングス
（株）
CSR・SDGs推進室

石井 優貴（Ishii, Yuki）
今年で 4 年目を迎える水泳教室も、大盛況の
うちに終えることができました。
トークショーでは、純粋に「仲間を大事にしよう」ということ
だけでなく、
「仲間を大事にすると結果も付いてくる」ことや
「仲間を得るためにも努力が必要である」ことを教えていただ
きました。松田氏のお話からは私たち大人も学ぶことが多く、
子どもたちに感動体験を提供する、という本来の目的もさる
ことながら、同席された保護者にも新たな価値観や感動を提供
スポーツイベントでは、元・東北楽天

できたと感じました。

【2019 南三陸町産業フェア】
セガサミーホールディングス
（株）
財務経理本部 グループ経理統括部
エンタテインメントコンテンツ経理部

ゴールデンイーグルス投手の斎藤隆氏

真野 由季子（Mano, Yukiko）

を迎えての野球教室や、セガサミーグ
ループアンバサダーの松田丈志氏によ

前年度に続き、2 回目の参加でした。今回はスマートボールを担当

る水泳教室を実施。子どもたちの夢や

しましたが、開始直後から徐々にお客さまが増えていき、終了時間まで

可能性を育む活動を行いました。

行列の絶えない現場となりました。運の要素が大きいゲームですので
「777」が出た時は自分が獲得したかのように大喜びしてしまいました。
参加者とお話する機会にも恵まれ、また、地元の高校生もお手伝いに
参加してくれたりと、多くの方々と交流ができて充実した2日間となりました。
普段の業務ではお客さまがゲームをして遊ぶ姿を見かけたり、ほかの
グループ会社の社員と話す機会はほとんど無いので、CSR 活動を通して
貴重な体験ができました。

【野球教室with斎藤隆 2019】
セガサミーホールディングス
（株）
総務人事本部 グループ総務統括部 ファシリティサービス部

天沼 秀樹（Amanuma, Hideki）
私が野球部に在籍していた第 47回 JABA 東北大会（2016 年）
以来、久々に宮城県を訪れました。その時は、東日本大震災から
復旧したとはいえ、まだ爪痕が残っているような印象を受けました。
しかし、震災当時まだ小さかった子どもたちが立派な中学生となり、
今回の野球教室に笑顔で参加している姿を見て、私たちが元気をもらいました。
斎藤隆さん・セガサミー野球部 OB からの指導を受けているあの真剣な横顔は忘れられ
ません。
七ヶ浜の子どもたちと野球を通じ、とても楽しい触れ合いの時間を持てたことにより、
「野球って素晴らしいな」と再認識しました。
SEGA SAMMY GROUP CSR BOOKLET 2020
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2019 年台風 15 号、19 号、
千葉県豪雨社員ボランティア
2019 年 8～10 月にかけて台風 15 号、19 号をはじめとする
豪雨が発生し、日本各地に甚大な被害をもたらしました。その

【埼玉県川越市】
サミー
（株）

被害の大きさに鑑み、サミー川越工場がある埼玉県川越市と、

生産統括本部 生産企画本部 リユース推進部

セガ・ロジスティクスサービス佐倉事業所および佐倉南総事業

横関 英雄（Yokozeki, Hideo）

所がある千葉県佐倉市で、社員ボランティア活動を行いました。

川越市は私が幼少のときに遊んでいたところです。少しでも力に
なれたらと思い、初めてボランティア活動に参加しました。
活動当日、午前中は河川の氾濫で流されてきた木材やごみなどを
集め、午後は床上浸水した発達障害者支援センターで清掃を行いまし
た。流れ込んだ泥は何回かき出しても無くならず苦労をしましたが、
なんとか目標の一部屋をきれいにすることができました。参加した

【千葉県佐倉市】

メンバーとも話しましたが、大の大人が数人集まってもできることは

（株）
セガ・インタラクティブ

ほんの少し。一晩で被災し復興には何ヶ月何年もかかると思うと、
自然災害の恐ろしさと同時に人間の無力さを実感しました。

企画設計生産本部

今後も業務の調整をし、ボランティア活動に参加したいと思います。

稲 幹男（Ina, Mikio）
20 代の生活基盤だった佐倉市で人生初のボランティアを行なえたこと
は感慨深いものがありました。佐倉市の被災状況を報道などで見る度に
心配していました。
今回の活動は、壊れてしまった農家のビニールハウス解体撤去という
複雑なものではありませんでしたが、段取りを含め作業指示をしてくだ
さった方々の指導の下、順調に怪我無く作業ができました。被災された

【東京都八王子市】
セガサミーホールディングス
（株）野球部

方の笑顔が見られてとても良かったです。

北阪 真規（Kitasaka, Masaki）
野球部の活動拠点がある八王子市内は河川が氾濫し、セガサミー野球場近くの
斜面も崖崩れを起こすなど、甚大な被害を受けました。週末には戸吹清掃工場主催
の野球教室を予定していましたが、中止となったこともあり、高尾地区でのボラン
ティア活動に参加させていただきました。
主に土砂、ガレキの撤去をお手伝いさせていただきましたが、雨水を含んだ土砂
は非常に重く、土のう袋に入れトラックへ運ぶ作業だけでも一苦労でした。高齢者
の多い地域でもあり、喜んでくれる住民の皆さんの顔を見ることができたので、
本当にやり甲斐のある活動になりました。
現地で感じたのは「若者の手が足りない」ということでした。またお役に立てる
機会があれば率先して参加したいと思います。

第5回企業ボランティア・アワード大賞受賞
セガサミーグループは、継続的な東日本大震災復興支援活動や各地での社員ボラン
ティア活動が評価され、社会福祉法人 東京都社会福祉協議会が実施する「第 5 回
企業ボランティア・アワード」において、大賞を受賞しました。授賞式にはセガサミー
ホールディングスCSR・SDGs 推進室長のほか、社員ボランティア活動経験者 2 名、
復興支援団体の代表者1名も列席。被災地域団体との連携や社員参加型の活動に対し、
多くの方から称賛をいただきました。

2020年度新入社員研修について
2013 年度より、グループ新入社員研修の一環として東日本大震災の被災地訪問を実施しています。例年は 4 月に実施していますが、2020
年度は新型コロナウイルス感染症対策の観点から、訪問を延期（実施時期未定）しました。
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