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F A Q 本 文
■Q１ 今回のイベントは、ホームページ(ウェブサイト)からしか申し込めないのです
か？
今回は、事務処理をできる限り簡易にするために、原則として、申込受付をウェ
ブサイトに限定しておりますので、ご了解をお願いします。
ご自身ではインターネットを使わないので、ホームページ(ウェブサイト)からの申
込みができないが参加したいという方は、ご家族、ご親戚やお知り合いでインタ
ーネットを使われる方にお願いしていただければ、と思います。目次へ

■Q2 申込からイベント当日までの手続きの流れはどうなりますか？

①

まず、ホームページ(ウェブサイト)から所定の情報を入力して参加申込みを
していただきます。

②

参加申込みを受理しましたら、当方から、8 月 27 日(土)(順延の場合は 9 月
3 日(土))のイベント当日のグランドジャニスビル 1 階の会場にご来場いた
だく来場時刻のメドのご連絡をｅ－メールで行います。このご来場時刻のメ
ドのご連絡は、今回の会場の広さから同時入場者は 150 人程度が限度で
すので、混雑による混乱を避けるためです。ご理解いただきますようお願
いします。
（なお、連絡された来場時刻のメドの時刻では都合が悪いという場合、今

回は、事務処理を簡易にするため、再指定は致しませんので、都合のつく
時刻にお越しください。 ただし、会場の混雑具合いにより、待ち時間が長
くなる場合がありますので、ご容赦いただきたいと思います。）
③

速やかに、所要額のご支援金(ご来場一口(3 名分の料理をご提供)につき
3,000 円、鰹 1 尾お持ち帰りにつき 1,500 円)を
銀行名 三井住友銀行 銀座支店 （店番号 026）
口座名義人 住田裕子（スミタ ヒロコ）
口座種類・番号 普通預金口座 7941202
恐縮ですが、振込手数料のご負担をお願いいたします。
に銀行の窓口又はＡＴＭで、お振込みいただき、その際、必ず振込送金の
証拠書類を受け取って、イベント当日、会場受付にご持参願います。
今回、インターネット・バンキングでの振込手続きは、ご遠慮ください(イ
ンターネット・バンキングにより振込送金の手続きをした旨の書類をそれぞ
れのご自宅や勤務先等のプリンタでプリントアウトしてご持参いただいても、
会場受付で簡易に確認することができないためです。ご理解をお願いしま
す。）。

④

イベント当日、会場受付でお名前を名乗っていただき、鰹お持ち帰りの申込
みをされた場合は、その旨を併せてお伝えいただいた上、振込送金の証
拠書類(原本)をご提出ください。引き換えに、お料理引換券(3 人分)(鰹お
持ち帰りの場合は、お持ち帰り用鰹引換券)とご支援金の領収証を交付さ
せていただきます。
なお、お料理は 3 人分ですが、お料理引換券は 1 枚ですので、3 人が
別々の時間帯に来ることは、ご遠慮いただきたいと思います。

⑤

お料理受取り用の窓口カウンターで鰹料理 3 人分を受け取ってください。
その後、会場内には立食用のテーブルが用意されておりますので、それ
ぞれ、料理をご賞味ください。
なお、季節柄、お料理のお持ち帰りはご遠慮願います。
今回、ご支援金に対してイベントで提供させていただくのは、鰹の料理 3
種のみで飲み物は含まれておりませんので、ペットボトルなどの飲み物を
ご持参いただくか、会場で販売している飲み物をお買い求めください。

⑥

お持ち帰り用鰹をお申込みいただいた方は、お持ち帰り用鰹お渡し用窓
口カウンターにお持ち帰り用鰹引換券をご提出いただき、発泡スチロール
の容器に入った氷詰めのお持ち帰り用鰹を受け取ってください。 目次へ

■Ｑ３ 連絡された来場時刻のメドの時刻では都合が悪くてゆけない場合は、どうす
ればいいですか。
今回、事務手続の簡素化のため、再指定は致しませんので、都合のつく時刻に
会場にお越しください。
ただし、会場の混雑具合いによってはお待ちいただく時間が長くなる場合があり
ますが、ご容赦いただきたいと思います。 目次へ
■Ｑ４ イベントの日に都合が悪くなった時には、振込済み支援金の払戻しは受けら
れますか。
今回、一度お振込みいただいたご支援金は申込者のご都合や交通機関の事
故その他の理由でイベントにご来場いただけなかった場合にも、お返しすること
ができませんので、あらかじめご了解をお願いします。
イベント当日、申込みをされたご本人様のご都合がつかないという場合は、代
金振込の書類を他の方にお渡しいただき、その方が、当日、会場にその書類をご
持参いただき、会場受付係員に申込みをされたご本人様のお名前を伝えて、お
料理引換券等を受け取ってイベントに参加するようにしていただきたいと思いま
す。 目次へ
■Ｑ５ イベントでは、どんな料理が提供されるのですか。
イベント当日は、３種類の鰹料理をそれぞれ３人分ご提供する予定です。

ただし、鰹以外の材料(現時点では、大根等を予定しています。)の入荷状況等
により、当日までに調理人の判断で、料理の種類や内容に変更があり得ますの
で、確定したメニューの発表は、当日、会場で行わせていただきます。 目次へ
■Ｑ６ お持ち帰り用の鰹というのは、どんな鰹ですか。
当日お持ち帰りいただく鰹の重量は水揚げ・仕入れの結果に左右されますので
1 尾当たりおよそ何㎏のものとは申し上げられません。ご了承ください。
本年の鰹の回遊の関係で、黒潮にのって北上する途中のいわゆる上り鰹とな
ると思われます。
なお、鱗を取ったり内臓を抜いたり切り身にするなどの加工は一切していない
水揚げされたままの鰹を氷詰めにして発泡スチロール製のパックに 1 尾ずつ入
れたものをお渡ししますので、丸のままの魚をおろして調理する心得のある方、
腕に自信のある方などからのご注文が相当と考えております。 目次へ
■Q7 今回のイベントで料理に使ったり、持ち帰りさせる鰹については、放射能汚染
のおそれはないのですか。
私どもの NPO 自体で、今回使用する鰹の個体ごとに、放射性物質による汚染
の有無・程度を検査又は検査依頼をする予定はありませんが、農林水産省・厚
生労働省がそのウェブサイトで公表している食品中の放射性物質の検査結果
（http://www.maff.go.jp/noutiku_eikyo/mhlw3.html）によれば、平成 23 年 8 月 24
日正午現在、宮城県の鰹の検査結果は５例であり、ヨウ素 131 は、いずれも不検
出、セシウム 134、セシウム 137 は、いずれも不検出又は１ｋｇ当たり 1 ないし 2 ベ
クレル以下(政府の定めた暫定規制値は、ヨウ素 131 については 2000 ベクレル/
ｋｇ、セシウムについては 500 ベクレル/ｋｇ)となっております。
また、水産庁でも 海と サカナと 放射能値に関する情 報 を
(http://www.jfa.maff.go.jp/j/kakou/Q_A/index.html)で公表しております。
こちらのウェブサイトに掲示されている「各都道府県等における水産物放射性
物質調査結果(時系列版)2011/8/21」の一覧表によりますと、本年 8 月中に公表
された宮城県沖における鰹の調査結果は 1 例のみで(同表 No.1431)、セシウム、
ヨウ素 131 とも検出限界未満とされております。なお、同表では、本年 8 月中の鰹
の調査結果は他に 3 例公表されておりますが(No.1258、1356、1423)、それによれ
ば、茨城県沖、房総沖東で漁獲された鰹から、それぞれセシウムが１ｋｇ当たり
5.3 ベクレル、6.2 ベクレル検出され(漁獲日は記載されておりませんが公表日は
それぞれ 8 月 9 日、10 日です。)、ヨウ素 131 は検出限界未満であり、8 月 3 日公

表に係る房総沖東で漁獲された鰹については、セシウム、ヨウ素 131 とも検出限
界未満であったとのことです。
これらの検査結果等の情報を前提として考えますと、私どもとしては、今回の
イベントの会場で召し上がっていただいたり、お持ち帰りいただく鰹につき、健康
に被害を与えるような放射能汚染のおそれはないと考えております。なお、この
点については、私どもも、イベントの実施日まで、放射性物質の検査結果等をモ
ニターしてゆくつもりです。 目次へ
(注：8 月 24 日、下線部分を修正、付加しました。)

■Ｑ８ イベントはただ食べるだけですか？サンドウィッチマンさんや他の芸能人は来
ないのですか？
今回のイベントでは、主催者側から、魚を食べようという
Re-fish(http://re-fish.jp/)の運動や魚の調理法等について説明させていただく予
定です。
今回のイベントに賛同いただき、応援してくださっているサンドウィッチマンは、
残念ながら、活動スケジュールの調整ができず、イベント当日は来場できません。
そこで、他にサプライズ・ゲストをお呼びできればということで、お願い・打診等を
しておりますが、現在のところ、特に芸能人の方がいらっしゃる予定はありません。
目次へ

■Ｑ９ 会場で、何か関連商品を販売する予定、価格は？
Re-fish(http://re-fish.jp/)の運動の関係で、T シャツ等を販売する予定です。Ｔ
シャツは、色は海を象徴するような紺色(1 種類)で、サイズは、Ｓ、Ｍ、Ｌ、ＬＬの 4
種類です。その他、バッジ等も準備する予定です。この売上金は、Re-fish の活動
資金として使わせていただく予定です。 目次へ
(注：8 月 18 日、下線部分を訂正しました。)

■Ｑ10 支援金の 3,000 円、1,500 円の使途はどうなるのですか？どれくらい実際の支
援に役立つのでしょうか？
いただいた支援金の使途としては、鰹の仕入れ代金、運搬のための氷詰め代
金を含む運搬費、チラシ等の印刷代、会場要員の交通費その他の運営経費に充
てる予定です。
こうした鰹の仕入れ代金や氷詰め代金等は、寄付という意味ではなく、通常の

コマーシャル・ベースの代金という意味で、気仙沼の漁業、水産関連事業のため
に役立つ、と考えられます。
いただいた支援金から本イベントの経費を差し引いて利益が上がれば、復興支
援のために寄付させていただく予定ですが、鰹の仕入れ代金は日々変動するな
どの事情があり、また、ご来場いただける人数、お持ち帰り用鰹の販売数等、未
定ですので、事前に外部に公表できるような正確な予算は組めず、いただいた支
援金 3,000 円、1,500 円のうち、最終的にいくらの金額を支援金として寄付できる
かという見込みについては事前に申し上げられないというのが実情です。なお、
本ウェブサイトで、事後的な決算報告はさせていただきます。 目次へ
■Ｑ11 順延となるかどうかは、いつごろ、どのような方法で知ることができますか。
台風などの影響で鰹が取れず、本イベントのため必要な仕入れができない場合
等、やむを得ない事由により、イベントの実施日を順延することがあり得ますので、
あらかじめ、ご承知おきください。
順延とする場合は、8 月 25 日(木)の朝には、当ウェブサイトに掲示してお知らせ
するほか、申込者から入力されたメール・アドレス宛に、順延の旨を通知します。
なお、9 月 3 日(土)に順延された場合、ご都合がつかず、参加することができない
という方は、他の適当な方に振込金の証拠書類をお渡しして、イベントに参加す
る権利を譲り渡すようにしていただきたいと思います。
なお、9 月 3 日(土)についても、順延せざるを得ない事由が生じた場合は、あら
ためて検討の上、善後処置をお知らせします。 目次へ
■Ｑ１２ 今後のイベントの時期、場所はどうなっていますか？
具体的には未定です。本ＮＰＯ法人としては、今後、宮城県から岩手，福島，茨城
など被災地を順次支援してゆくためのイベントを全国各地で展開したいと考えて
おりますので、決定した場合は本ウェブサイトでもお知らせする予定です。 目次へ
■Ｑ１３ 今回のイベントの支援金や利益の使途の報告・決算報告等はどうなるので
すか？
本イベントの決算報告は、本ウェブサイトで行う予定です。 目次へ
■Ｑ１４ 今回の支援金は、税務申告の際、寄付金控除の対象となりますか？

寄付金控除の対象とはなりません。あらかじめ、ご了解をお願いします。 目次へ

■Ｑ１５ 本イベントに参加すると、NPO 法人長寿安心会の会員となるのですか？
今回のイベントへのご参加は、NPO 法人長寿安心会への加入等とは無関係で
す。今回のイベントにご賛同いただき、応援をいただいているサンドウィッチマンさ
んもＮＰＯ法人長寿安心会の会員ではなく、今回のイベントにご賛同・ご支援・ご参
加をいただくことと当 NPO 法人への入会・参加等は、まったく別の事柄です。
なお、念のため、今回のイベントへの参加申込みにつきご提供いただいた個人
情報を NPO 法人長寿安心会の活動や参加勧誘のために流用したり、利用したりす
ることはありません。 目次へ

