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フィアット クライスラー ジャパン : 

Share with FIAT 2013 “SHARE CHRISTMAS”

実施しました。
関係する全団体の社会貢献活動に対する
熱い想いを多くの方々と共有し、広げて
いく機会となりました。
また、アーティストの「おお雨（おおはた
雄一＋坂本美雨）」や「toremono」も応
援に駆けつけライブミュージックで同イ
ベントを盛り上げたほか、2日目の終盤に
実施されたミュージカルは、東日本大震
災の被災地である宮城県気仙沼市の子ど
もたちと、被災地から離れた東京で暮ら
す子どもたちが一緒になって友情を深め
ながら完成させたステージを熱演、さら

にNPO法人「勇気の翼 インクルージョン
2015」が実施したファッションショー
では、障がいの有無に関わらず「着る」こ
との楽しさ、自分を表現する嬉しさ、活き
活きと生きることを楽しむこと、という
メッセージ性あふれるコンテンツを300
人以上の観客の方々にご覧いただき、体
感いただきました。
フィアット クライスラー ジャパンでは、
2014年以降もさらにこの社会貢献活動
を発展させ、人、自然、そして地球環境の
すべてが幸せになるクルマづくりを目指
します。

フィアット クライスラー ジャパンの5
ブランドは、2013年も精力的に取り組
んできた社会貢献活動について一般の方
にも広く知っていただくためのクリスマ
スイベント“SHARE CHRISTMAS”を、
12月7日～8日に表参道ヒルズ B3F「ス
ペース オー」にて開催しました。
会期中会場では、5ブランドがそれぞれ支
援するNPOや非営利団体の取り組みを
紹介したほか、それぞれの団体や本イベ
ントに賛同する企業の活動を紹介するプ
レゼンテーション、トークショー、ワーク
ショップ、チャリティマーケットなども

■ プロジェクト名：Share with FIAT 2013  “SHARE CHRISTMAS”
■ 日程：2013年12月7日（土）～8日（日）11:00～20:00
■ 場所：表参道ヒルズB3F「スペース オー」
■ 参加人数：約5000名
■ リンク：http://share.fi at-auto.co.jp/
■ イベント映像：http://youtu.be/mOerN7GTUiY
■ 実施団体名：フィアット クライスラー ジャパン

2013年12月の活動報告

社会にとっての価値と企業にとっての価値を両立させ、企業の事業活動を通じて
社会的な課題を解決していくことを目指す考え方です。

CSV（Creating Shared Value：社会と共有できる価値の創出）とは？

FIAT CHRYSLER JAPAN CSV
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2013年12月の活動報告

昨年10月21日に、ピースウィンズ・ジャパン東北報告会がフィ
アット・ブランドのコミュニケーションラウンジ FIAT CAFFÉ
（フィアット カフェ：東京 青山）にて開催されました。
報告会の前半は東北事業担当スタッフより、東北の子供たちを対象
とした「わらすこ探検隊」事業報告、後半は同じく東北事業責任者で
ある角免より「コミュニティの未来」について、今後の長期的な活動
の展望について説明を行いました。
また参加者の皆様との意見交換も行われ、「地域間のニーズの違い
にどのように対応していくべきか」「自治体と企業をつなぐ活動を
期待したい」「高齢化社会の課題についても、今後も意見交換をでき
れば」など、多くの意見やコメントをいただきました。

女子教育奨励会（JKSK）は、フィアットグループが2011年から展
開しているCSV活動「Share with FIAT」の助成対象・協力団体の
一つとして、フィアット クライスラー ジャパンからのサポートを
受けながら、様々なプログラムやイベント等に、他の協力団体と共
に参加しています。
同団体が実施している第94回JKSKサロンでは、「企業のCSV活動
のモデルともいえる『Share with FIAT』の取組み、ご一緒に活動を
展開している協力団体の皆さんとその活動のご紹介し、素晴らしい
活動を展開されている各協力団体とJKSK関係者の交流・親交を深め
る機会～Share with FIATでつながる仲間の会～」を開催しました。

ピースウィンズ・ジャパンでは、今後も多くの皆様との対話を通じ
ながら、東北の復興に向けて、共に取り組んでいきたいと考えてお
ります。

ピースウィンズ・ジャパン : 

「東北復興支援 地域コミュニティの未来」を開催

女子教育奨励会（JKSK） : 
第94回JKSK会員とゲストの定例交流・勉強会
～Share with FIATでつながる仲間の会～
「フィアット クライスラー ジャパンの
『Share with FIAT』にみる企業のCSR活動」

■ プロジェクト名：「東北復興支援 地域コミュニティの未来」
■ 日程：2013年10月21日（月）16:00～17:30
■ 場所：FIAT CAFFÉ
■ リンク：http://peace-winds.org/activity/report/tohoku/4504
■ 実施団体名：ピースウィンズ・ジャパン

■ プロジェクト名：第94回JKSK会員とゲストの定例交流・勉強会   
～Share with FIATでつながる仲間の会～ 「フィアット クライスラー ジャパンの
『Share with FIAT』にみる企業のCSR活動」

■ 日程：2013年11月20日（水）18:30～21:00
■ 場所：CULTURE表参道 2F
■ 実施団体名：女子教育奨励会（JKSK）
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2013年12月の活動報告

渋谷パルコ店頭にて、全国の障がい者の方々や福祉作業所の方々に
よって制作されたオシャレなアイテムをセレクトし、販売を行いました。
また店頭での販売とともに、トークショーやワークショップも開催
して、渋谷のイベント会場に“混ざり合った状態＝MIXTURE”を創
出いたしました。

東日本大震災被災地支援型森づくり
「Present Tree in 宮古」の植栽地にお
きまして、2012年に引続き第2回目とな
る植樹イベントを実施しました。
宮古市内外からの参加者約150名が13
班に分かれ、ヤマザクラ、ブナ、ミズナラ

11月3日（日）～11月4日（月祝）の両日開
催されたアウトドアイベントにおいて、
「Jeep Realの森」の活動紹介ブースに

など広葉樹の苗木を植樹しました。
この活動の目的は、宮古湾にそそぐ閉伊
川源流部で森づくりをすることで、豊か
な漁場を守るためです。
昼食では宮古市の郷土料理「サンマのつ
みれ汁」がふるまわれ、食後にはガイド付
きの森林散策や木工クラフトなど、4つ
のワークショップの中から希望するプロ
グラムに参加いただき、大人も子どもも
大自然の中でのアクティビティを満喫す
るとともに、自然の恵みについて考える
きっかけとなる一日となりました。

「フジロックの森プロジェクト」を出展参
加しました。
出展ブースでは、自分で丸太を切り、焼き
印を押して完成させる「丸太コースター
作り」のワークショップを行いました。
ワークショップには2日間で79名が参
加、Realの森の活動の一環として支援し
ているフジロックの森を肌で感じなが
ら、間伐材の問題や日本の森の現状につ
いて知って頂くきっかけになりました。

ピープルデザイン研究所 : 

2013 MIXTURE！ PEOPLE DESIGN FES.

環境リレーションズ研究所 : 

「Present Tree in 宮古」植樹イベント

フジロックの森プロジェクト : 

JEEP® Real Festival 2013へ参加

■ プロジェクト名：2013 MIXTURE！ PEOPLE DESIGN FES.
■ 日程：2013年11月4日（月・祝）10:00～21:00
■ 場所：渋谷パルコ
■ リンク：http://www.peopledesign.or.jp/event-detail/?id＝215790741931263
■ 実施団体名：ピープルデザイン研究所

■ プロジェクト名：「Present Tree in 宮古」植樹イベント
■ 日程：2013年10月13日（日）10:00～14:30
■ 場所：岩手県宮古市区界
■ 参加人数：一般参加者149人、スタッフ34人
■ 実施団体名：環境リレーションズ研究所

■ プロジェクト名：フジロックの森プロジェクト
　JEEP® Real Festival 2013
■ 日程：2013年11月3日（日）～11月4日（月祝）
■ 場所：緑の休暇村 青根キャンプ場
■ 参加人数：79人（2日間）
■ リンク：http://jeep-real.jp/real_festival/
■ 実施団体名：フジロックの森プロジェクト


