


本日はご来場いただき誠にありがとうございます

１:イベントを通じ、市原市民に笑顔と勇気と元気を!
２:市内小・中学生へのいじめ撲滅活動
３:救急救命活動の情報発信、および体験会
４:ボランティア（災害/ロス食材問題）の輪を拡げる活動

はじめまして。
本イベント主催者の特定非営利活動法人BUMP-UPと申します。

この度はご多忙のところ、またコロナ禍で大変な状況のなかでご来場いただき
誠にありがとうございます。

私たちは2019年、記録的な被害を与えた台風15号による市原災害ボランティアチームから派
生した団体で、現在は災害ボランティアの他、地域の美化活動、廃棄食材問題への取り組みを
主に活動しており、本日開催するイベントの企画主旨としては次の通りとなります。

本イベントを通じ、地域の子供たちに『何度でも立ち上がる勇気』を感じ取ってもらうことで、
少しでも『いじめ問題』を考えるきっかけとなり、そして皆様にとって笑顔溢れる場となるこ
とを願い、ご挨拶とさせていただきます。

本日は感染対策を万全にとっていただき、心ゆくまでお楽しみください。

弊団体の活動に関しては
こちらのQRコードから

https://www.bumpup2020.com/
※共に活動頂けるメンバー募集中!





本日の主なイベント出演者

蝶野 正洋 火野 裕士田中 将斗大谷 晋二郎

岡林 裕二 梶 トマト大和 ヒロシ菅原 拓也

クリス・ヴァイス
横山 佳和 太嘉文北村 彰基がばいじいちゃん

奇天烈ノンフィクション こころ舞踊団Ca-waiiラストクエスチョン

And more…

怪我のため欠場



場内案内図



■ご寄付のお願いと物販のご案内
本イベントの寄付金に関しては市原市内の養護施設や自立援助ホームに
全額寄付させて頂きます。

ほんのお気持ちで結構です。各ブースに募金箱を設置させて頂きますので、ご来場の
皆様からの「市原の子供たちへの想い」をどうぞ宜しくお願い申し上げます。

また、私たちBUMP-UPはメンバー全員が兼業しながら活動を行っております。
本日の記念グッズの売上を今後の活動資金とさせて頂けたら幸いです。

数量限定となります。売り切れの際はご容赦ください。全て税込価格です。

■本日の飲食ブースご紹介

川上さん出店情報 みどり産業株式会社様
（ゴミ収集体験他）

みんなのいえ様
（PRブース）

市原青年会議所様
（PRブース）

市原消防局様
（PRブース）

みどり産業株式会社様
（ゴミ収集体験他）

地元八幡宿の炭火串焼
タパス・アット・デリ
第一回うまいもん選手権 入賞!
炭火で焼いた豚肉の旨味噌焼きや、
飯香岡ごへい餅など美味しい
串焼が大好評!

是非ご賞味あれ!

昼でも BAR、夜でもカフェ。
自慢のカレー、パスタやホットサンドを
ご用意。

世界のビールも随時15種以上あります♪
使い方は色々。打ち合わせ、イベント、
密会などなどに。

隠れ家的にゆっくりできるカフェバー

WOOD LAND CAFE&BAR

いちはら
“BLACKチャーハン”

豆にこだわった
ブレンド

山木の創作中華食堂

リーズナブルでボリューム
のある定食が好評の中華創
作料理のお店です。

お薦めはプリっとした大ぶ
りの餃子。是非ご賞味くだ
さい!

味彩

餃子

大人気の『カツサンド』&
『からあげ』のお店、
市原市辰巳台のHIROBAです!
この機会にぜひ食べてね!

HIROBA
カツサンド＆からあげ

中華風やきそば
豆苗と⾧ネギ炒め

ほくほくモチモチのロングポテトを
はじめ、「一善飯」と称する
小腹を満たしてくれるご飯もの
＋複数のラインナップをご用意!

ご来車お待ちしております

小腹を満たす一膳飯
KITCHEN BOO

熱々のホットスナックは
いかがですか?

RIVER UP
あつあつでとろとろのたこ焼
をはじめ、おいしいメニュー
をご用意しておまちしており
ます!



■大会スポンサー様広告 ご協力ありがとうございます!!

みどり産業株式会社様

〒290-0056 千葉県市原市西広6-3-2
TEL・FAX:0436-63-4377

まごころこめて運送します

こどもたちのいじめ撲滅活動に賛同します!

【For The One】その一つで笑顔に

車椅子で病気と向き合う一人の女性のために立ち上げたブランド
【For The One】です。

ワイヤーロールという、ワイヤーを使った変幻自在なオリジナル
の装飾アイテムを製作しています。

日常で普段使いできるバンダナやスカーフ調のものから、
LIVEやイベントなどのステージでオーナー様を
引きたたせる装飾を製作しています。

私たちは、「事業のすべてが
お客様の期待から始まる」と
いう基本的価値観を実践した、
「安全」で「高品質」な総合
人材サービスを通して、さま
ざまなステークホルダーとの
関係を重視し、地域社会を結
ぶベストパートナー企業を目
指します。

「人」と「地域」と「産業」の架け橋となる

〒290-0062 千葉県市原市八幡１番地
TEL:0436-42-5911 FAX:0436-42-2234
フリーダイヤル:0120-425-920

おかげさまで創立53周年

本 社 〒299-0101 千葉県市原市青柳北2-3-1
TEL:0436-21-6522㈹ FAX:0436-21-4001

事業所 コスモ石油㈱千葉製油所内・丸善石油化学㈱千葉工場内

経済産業省より2018年12月に選定されました 経済産業省より2020年12月に選定されました
はばたく中小企業 小規模事業者300社

本社・本社工場 第一種圧力容器製造許可工場 第二工場 2020年3月施工

子どもたちに多くの緑を残せるように、未来を考えリサイクル、社会貢献活動に力をいれています。

「千葉と言えば、みどり産業」
〒290-0056 千葉県市原市五井9093-3
TEL0436-22-2020 FAX0436-24-3030

循環型の食品リサイクル
堆肥でつくる野菜ブランド

生ごみから堆肥をつくるリサイクル

堆肥の原料は、身近なものだと千葉県内の
スーパーマーケットやレストランから出る
生ごみが堆肥の原料となります。
ごみを分別して生ごみを取り出すと堆肥と
して再利用できるだけでなく他のごみを処
理する際の重油使用量を抑え、CO²の排出
も減少します。 ＼HPはこちらから／

身⾧:70㎝ 体重:20㎏ 誕生日:5月4日

かたづ警察は各市町の認可を受け適切な方法で
回収・処分・リサイクルを行っています。

かたづ警察は所有するリサイクル施設の活用や提携処分場での
適正な処理を徹底し、安全でクリーンなサービスを実現します

HPからのお問い合わせは
下のQRコードからかたづ警察

のつよみ

・



平野コンクリート株式会社
様 株式会社ALIVIO様

株式会社鶴商メンテナンス
様

様 株式会社ダイス・コーポ
レーション様

株式会社開運様 重信工業様

プラント関係のメンテナンスなら上野工業所にお任せください

〒290-0062 千葉県市原市村上1433-3
TEL:0436-21-2230 FAX:0436-21-6204
https://www.ueno-ind.co.jp/index.html

「確かな技術でニーズにお応えし
ます」1970年の会社設立以来、
タンクの清掃・検査・整備工事、
配管の洗浄、機器の点検・整備工
事といった「総合プラントメンテ
ナンス」を行っています。

有限会社重信工業

〒290-0244 千葉県市原市南岩崎650-1
TEL:0436-95-5567
show-1@silk.plala.or.jp

多種多様なコンクリート製品を取り揃えております

〒290-0062 千葉県市原市牛久1084番地
TEL:0436-92⁻1561 FAX:0436-92-3224
https://hiranoconcrete.com

さまざまなビジネスシーンに対応する優れた人材を派遣します

〒290-0054 千葉県市原市五井中央東1-8-12
K.K.BUILDING. 5F

TEL:0436-22-3621 FAX:0436-25-0119
http://www.kaiun-e.com/

アリビオの想い
アリビオという社名はスペイン語で「あんしん・やすらぎ」という意味が
あります。
私は人と人の出会いをとても大切にしています。
どんなに小さな縁でもひとつひとつを繋いでいくことで大きな円になると
考えているからです。
この縁と円の中でお客様に少しでも「あんしん・やすらぎ」を感じて頂け
ればと想いこの社名にしました。『アリビオ』にはこのような「あんし
ん・やすらぎ」と共に「縁と円」という思いが込められています。

〒116-0013 東京都荒川区西日暮里5-36-1 KMビル1階
TEL:03-5834⁻2133 http://www.alivio-llc.com

小河原工業株式会社

管工事業、土木工事業

〒260-0824 千葉県千葉市中央区浜野町1181
TEL:043-263⁻6216 FAX:043-263-6277

「建築工事を責任を持って請け負う会社」
株式会社DICE‘S.Co.は、平成１６年創業以来、“責任施工”を
経営方針として培った経験をもとに、今後来るであろう変化
に対応し、お客様の依頼に責任を持って仕事を完成させます。
建物の設計から新築、リフォームはもちろんですが、建物で
困っている事があれば、まずはご相談下さい。

〒299-0111 千葉県市原市姉崎9833
TEL:0436-60-7211 FAX:0436-60-7212

代表取締役 篠田 美幸



平野コンクリート株式会社
様 株式会社ALIVIO様

株式会社鶴商メンテナンス
様

株式会社ダイス・コーポ
レーション様

株式会社開運様 重信工業様

〒290-0051 千葉県市原市君塚２丁目１７８
TEL:0436-37-3372 営業時間:19:00-

市原の夜はここで決まり!!
最高の仲間達が集う店。BAR ROOTS

お客様にとって通いやすいサロンであるために、
「相談しやすい完全個室」
「心もカラダもスッキリできるメニュー」
「通いやすい料金」を心掛けております。
“キレイになりたい”と思う気持ちを応援します。

〒290-0054 千葉県市原市五井中央東2-18-6 3F
TEL:0436-63-4675 FAX:0436-63-4676
http://www.treebell-group.co.jp/smarts/index/0/

世界を変える行動人

市原ロータリークラブ市原ライオンズクラブ

〒290-0062 千葉県市原市村上1433-3
TEL:0436-21-2230 FAX:0436-21-6204
https://www.ueno-ind.co.jp/index.html

株式会社ツリーベル
地域の安心安全の警備会社

◆イベント警備◆施設警備
◆交通誘導◆保安

警備員随時募集中! 有限会社ロングヒル
お客様に寄り添い、ご要望・ご予算に合わせトータルなご提案!

オーダーカーテン・内装リフォーム・不動産
千葉県市原市を中心に、アットフォームに展開中!
〒290-0038 千葉県市原市五井西６丁目３７８
TEL:0436-23-9697 FAX:0436-23-3500

五井で愉しい時間を過ごすなら。

〒290-0081 千葉県市原市五井中央西1丁目5-16 
パークサイドビル1F TEL:0436-20-8115



■本日のPRブースご紹介

市原消防局様
（PRブース）

みんなのいえ様
（PRブース）

）

市原警察署様
（PRブース）

みどり産業株式会社様
（ゴミ収集体験他）清掃車を使った「ゴミのわけかた」

を子供たちに実体験で学んでもらう
ブースを出展するよ!

ペットボトルは燃えるゴミかな?燃
えないゴミかな?

平野コンクリート株式会社
様 日本リファイン様

飯香岡八幡宮様

インスタグラムホームページ

私たちは有機溶剤の
リサイクルをしています。
使用済み溶剤を再生することで
循環型社会の構築に
貢献してまいります。

〒290-0067 千葉県市原市八幡海岸通り2388-22
TEL:0436-40-4880 FAX:0436-41-7485
http://www.n-refine.co.jp/index.php/jpn

自立援助ホーム「みんなのいえ」は、市原市青柳にある児童養護施設です。
虐待によって親のサポート、金銭的な支援が受けられない若者が
入居する16才から20才の青年6名が暮らしています。

ここで安心した生活を送りながら仕事や学校に通い、社会に出るための
力を蓄えます。是非、こうした子供たちがいることを知ってください。

FCレディース

こども達と一緒に楽しくサッカー体験!
ミニゴールを目掛けてシュート!

〒290-0064 千葉県市原市東五所6-10
TEL:0436-40-8039 FAX:0436-41-3110
メール:info@ori-pri.com

❶市原交流会、一般社団法人かずさーズ:地元野菜や菓子販売など
❷96210 884（クラフトハヤシ）:革製品 バッグ 小物等
❸マトリョーシカ:紙バンドで作ったバッグや小物販売
❹Mom＊Made:ハンドメイド雑貨の販売
❺Petite Bijoux:ビーズブレスws アクセサリー販売
❻MH_style:ハーバリウムのワークショップ
❼布小物chiro:ハンドメイドのポーチ、バッグなどの布小物

色々なマルシェ出店で
お楽しみください!



ご協力いただいたスポンサーのみなさん
皆様のご協力によりイベントを実現させることができました!
心より厚く御礼申し上げます!（順不同）

ご支援頂いた皆様
株式会社ツルヤマテクノス様 木村 依玖裕様 平田 健一郎様

みどり産業株式会社様 evhtake5150様 ルイスポ様

株式会社開運様 伊藤 達也様 薄 麻未様

平出 浩貞様 進藤 晃子様 Music bar Maggie mae様

市原青年会議所様 Sato様 mana Loa様

株式会社アクアテック様 鈴木 建志様 毛利 卓也様

ゼットエー株式会社様 佐藤 一郎様 H.M’s COLLECTION様

スナックローラン様 ヒロシ様 渡邊 昭様

宗教法人 阿弥陀寺様 益田部 翔様 宮原 寛充様

中華食堂 味彩様 マルコ様 ログチャチャ様

加藤商事様 三橋 幸太様 ウッドランド様

有限会社 東洋医会様 ryosan様 トリプルグッド様

株式会社ALIVIO様 kenmasa5様 クリーン・ワークマン様

平野コンクリート株式会社様 小野 信平様 す美将様

市原ライオンズクラブ様 まるたろう様 藤野 美代様

市原ロータリークラブ様 kane様 株式会社⾧島建設様

株式会社鶴商メンテナンス様 Miki様 花畑 孝様

株式会社上野工業所様 平澤 牧人（飯香岡八幡宮/禰宜）様 株式会社岩崎勝商店様

小河原工業株式会社様 荒井 成喜様 株式会社金剛様

株式会社ダイス・コーポレーション様 taghiro様 宮田塗装工業株式会社様

Lounge CHARIS様 室田 祐美子様 インテリア創伸様

柳橋 諭様 礼二郎♀様 有限会社宮山興業様

For The One様 柳橋 貴子様 有限会社関口興業様

中島 俊之様 上木原 隆紀様 進藤工業株式会社様

三宅 忠重様 Hiroko050様 有限会社早川建設様

松本 智彦様 カルちゃん様 近藤 寿也様

⾧岡不動産有限会社様 EIZI様 大翔株式会社様

yk6o様 山越 康雄様 日本リファイン株式会社様

maziemon様 T田です。様 株式会社ベイシア様

しげのぶ しょういち様 Sayuri Rokutanda様 宮田 拓和様

henge1101様 五十嵐 正浩様 鶴岡 彩織様

ChibaFan様 BAR Roots様 SNACK 綾様



■大会スポンサー様広告 ご協力ありがとうございます!!

川上興業株式会社様

永和貿易株式会社様

総合解体工事のことならお任せください!
立脚点は常に「人」。
川上興業株式会社は仲間と共に前進する、技術者集団です。正社員募集中!

〒264-0017 千葉県千葉市若葉区加曽利町428-1
TEL:043-309-6111 FAX:043-309-6112
http://www.kawakami-kougyou.co.jp/

カラオケ&ものまね Barcheez(バーチーズ)
〒260-0016 千葉県千葉市中央区栄町

37-12伊藤ビル1F-3
OPEN 20:00～ CLOSE

千葉の夜、愉しく飲むなら、ここしかない!!
TVでお馴染みのものまねコンビ
「ダブルネーム」のカオルがマスターを勤
めるカラオケBARです。もちろんリクエス
トにもお応えします!こだわりの音響設備
で、最高の夜をお過ごしください!

細菌やウイルスを瞬時に強力除菌する「最強の除菌・消臭スプレーREALITS」

本日のイベントで販売中!!

本日のイベントに
ミストとスプレーを提供中!

効果を実感ください!


