＜2012 年＞
2012.01.03 東京都 宮本亜門さんの舞台で作品を販売。～1.19
2012.01.19 東京都 千代田区 宮本亜門さんの舞台でトークショー参加
2012.01.07 宮城県 南三陸町 第３回 現地ミシンリーダー会議を開催
2012.01.08 宮城県 南三陸町 ミシンでお仕事プロジェクト参加者との打ち合わせ
2012.01.19 愛知県 名古屋市 名古屋「HARCO ツアーその１」で作品を販売。
2012.01.22 宮城県 南三陸町 石泉活性化センターでスキルアップ講習会を実施
2012.01.29 東京都 吉祥寺「HARCO ツアーその１」で作品を販売。
2012.02.04 栃木県 日光市 今市文化会館の会場で作品を販売。
2012.02.04 宮城県 南三陸町 石泉活性化センターでミシン講習会を実施
2012.02.05 宮城県 南三陸町 石泉活性化センターでスキルアップ講習会を実施
2012.02.06 フジエテキスタイル様のサンプル商品の縫製を受注・納品
2012.02.18 東京都 世田谷区 HARCO さんのライブで作品を販売。
2012.02.18 宮城県 南三陸町 第４回 現地ミシンリーダー会議を開催
2012.02.19 宮城県 南三陸町 志津川自然の家でスキルアップ講習会を実施
2012.02.19 東京都 中央区 「日本橋みちのく復興市」で作品を販売。
2012.02.21 ハワイで、南三陸町のお母さんがミシンで縫った作品を販売。～2/25
2012.02.24 京都府 中京区 京都で鍋つかみを販売。～2/25
2012.02.25 広島県 尾道市 尾道「HARCO ツアーその２」で作品を販売。
2012.02.26 福岡県 福岡市 福岡 「HARCO ツアーその２」 で作品を販売。
2012.03.02 恵比寿三越 KIFNASK トランクショーで作品を販売。
2012.03.03 宮城県 南三陸町 石泉活性化センターでスキルアップ講習会を実施
2012.03.03 宮城県 南三陸町 第５回 現地ミシンリーダー会議を開催
2012.03.09 ハーマンミラーショップで石巻工房様から依頼を受けた作品を販売。
2012.03.09 リビング・モティーフで石巻工房様から依頼を受けた作品を販売。
2012.03.09 大阪「高島屋」で石巻工房様から依頼を受けた作品を販売。
2012.03.10 神奈川県 横浜市「市民活動フェア」で作品を販売。～3/11
2012.03.11 山口県 長門市 「金子みすゞ24 時間朗読会」で作品を販売。
2012.03.11 東京都 渋谷区 恵比寿イベントで作品を販売。
2012.03.11 渋谷「行動する 3.11HIROBA」パネルディスカッション参加／販売
2012.03.11 山口県 周南市 遠石八幡宮「復興祈願祭」で作品を販売。
2012.03.11 東京都 中央区 「日本橋みちのく復興市」で作品を販売。

2012.03.11 大阪のインテリアショップ カーテン夢工房様で作品の販売を開始。
2012.03.17 宮城県 南三陸町 第６回 現地ミシンリーダー会議を開催
2012.03.24 宮城県 南三陸町 参加者打合せ、受注縫製業務について
2012.03.25 宮城県 南三陸町 参加者打合せ、受注縫製業務について
2012.03.31 宮城県 南三陸町 歌津細浦仮設でスキルアップ講習会を実施
2012.04.05 東京都 目黒区 自由が丘の洋裁店ダック様で作品を販売開始
2012.04.08 宮城県 南三陸町 平成の森仮設住宅でスキルアップ講習会を実施
2012.04.08 山口県にて作品を販売
2012.04.09 ゆういんぐ様のご尽力で積水ハウス様の来場記念品の縫製を受注・納品
2012.04.14 宮城県 南三陸町 志津川自然の家でスキルアップ講習会を実施
2012.04.15 宮城県 南三陸町 石泉活性化センターでスキルアップ講習会を実施
2012.04.15 「赤ちゃんのためのおくるみスリング ねんねこりん」の縫製を受注・納品
2012.04.26 東京ビッグサイトの「日本ホビーショー」で作品を販売。～4.28
2012.04.28 福島県ラビスパ裏磐梯・物産館・道の駅で作品を販売。～5.3
2012.04.29 静岡県 伊豆の修善寺「修善寺手作り市」で作品を販売。
2012.05.06 宮城県 南三陸町 平成の森仮設住宅で受注縫製業務研修を開催
2012.05.12 有楽町交通会館にて作品を販売
2012.05.19 宮城県 南三陸町 南三陸ミシン工房でスキルアップ講習会を開催
2012.05.20 東久留米まろにえ祭りにて作品を販売
2012.05.21 マナトレーディング様の営業用バッグの縫製を受注・納品
2012.05.22 京都「東北のてしごと展」で作品を販売～27
2012.05.25 東京渋谷公会堂の和央ようかさんのライブで、作品を販売
2012.05.30 東京渋谷 NHK ホールの和央ようかさんのライブで、作品を販売
2012.05.31 宮城県 南三陸町 南三陸ミシン工房で受注縫製業務研修を開催
2012.06.03 大磯ロングビーチヒストリックカージムカーナ大会で作品を販売
2012.06.07 川島織物セルコン様よりノベルティ用の巾着袋の縫製を受注・納品
2012.06.09 宮城県 南三陸町 南三陸ミシン工房で新オリジナル商品講習を開催）
2012.06.10 宮城県 南三陸町 南三陸ミシン工房で新オリジナル商品講習を開催
2012.06.15 静岡県三島信用金庫様のノベルティグッズの縫製を受注・納品
2012.06.16 宮城県 南三陸町 南三陸ミシン工房でロックミシン縫製講習を開催
2012.06.17 宮城県 南三陸町 南三陸ミシン工房でロックミシン縫製講習を開催
2012.06.17 埼玉県 松伏町社会福祉協議会様のイベントで商品を販売

2012.06.21 東京都クリヤ・マコト SupajazzOrchestra 特別公演で作品を販売
2012.06.24 栃木県 佐野市 佐野市文化会館で、作品を販売
2012.06.30 宮城県 南三陸町 南三陸ミシン工房で出荷・検品・裁断講習を開催
2012.06.30 宮城県 南三陸町 今後の方針会議を開催
2012.07.01

宮城県 南三陸町 南三陸ミシン工房で出荷商品用生地仕分作業を実

施
2012.07.01 宮城県仙台市内のデパートで南三陸ミシン工房で縫製した商品を販売
2012.07.04 宮城県 南三陸町 南三陸ミシン工房でロックミシン縫製講習を開催
2012.07.05 宮城県 南三陸町 南三陸ミシン工房でロックミシン縫製講習を開催
2012.07.06 新商品「あんだもがんばぺし!! Bag」が誕生！
2012.07.07

東京ミッドタウン LightUpNippon 七夕まつりで南三陸ミシン工房の商品

を販売
2012.07.11 東京の「有楽町 LOFT」で南三陸ミシン工房の商品を販売！
2012.07.14 東京で「あんだもがんばぺし!! Bag」の布のセット作業を実施
2012.07.19 神奈川 鎌倉の洋菓子屋「輪心」様のお店で新コラボ商品を販売開始
2012.07.20 フルート奏者西村いづみ様より「フルートバッグ」の縫製を受注・納品
2012.07.21

東京の京橋「キョウバシトルソマルシェ」で南三陸ミシン工房の新商品を販

売
2012.07.28 東京の赤坂「赤坂サカス」で南三陸ミシン工房の新商品を販売
2012.07.30

フルート奏者西村いづみ様より会津木綿のフルートバッグの縫製を受注・

納品
2012.08.04 宮城県 南三陸町 南三陸ミシン工房でスキルアップ講習会を開催
2012.08.05

宮城県 南三陸町 ベイサイドアリーナで個人面談とスキルアップ講習会を

開催
2012.08.07 大阪のカーテン夢工房様で「あんだもがんばっぺし!!Bag」の販売を開始
2012.08.12 Taiko&Associates 様よりトートバッグとクッションカバーの縫製を受注・納
品
2012.08.23

幕張メッセの DIY SHOW 2012 で南三陸ミシン工房の新商品を販売

～25
2012.08.24 幕張メッセの DIY SHOW2012 で東北のお母さんが教えるミシン WS を開
催！
2012.08.25

山口県周南市遠石八幡宮ぺぶるキャンドルナイト in といしの杜で商品を

販売
2012.08.25 山口県長門市「ジャズフェスタ in 長門湯本温泉」で商品を販売～26
2012.08.26 栃木の今市文化会館で南三陸ミシン工房の商品を販売
2012.08.26 カーテンファクトリー様よりノベルティグッズの縫製を受注・納品
2012.08.29 ココスタイル様よりノベルティグッズの縫製を受注・納品
2012.09.07 東京の「渋谷 LOFT」で南三陸ミシン工房の商品を、販売中！
2012.09.08 聖跡聖ヶ丘の京王アートマンで、南三陸ミシン工房の商品を販売中！
2012.09.08 宮城県 南三陸町 工房でブラザー様によるミシンメンテナンス実施
2012.09.08

宮城県 南三陸町 南三陸ミシン工房で、品質管理・出荷講習会を開

催
2012.09.09

宮城県 南三陸町 志津川中仮設等でブラザー様によるミシンメンテナン

ス実施
2012.09.09

宮城県 南三陸町 平成の森仮設住宅集会所で、品質管理・出荷講

習会を開催
2012.09.11 ネット販売を開始（Yahoo!復興デパートメント様・ホテル観洋様）
2012.09.15 パナソニックセンター東京で、南三陸ミシン工房の商品を販売（～17）
2012.09.16 積水ハウス様のノベルティグッズの縫製を受注（ゆういんぐ様ご紹介）
2012.09.20 東京都渋谷のクロコダイル Mona さんのライブで作品を販売
2012.09.19

宮城県南三陸町石泉活性化センターで布の裁断、検針検品出荷作業

を実施
2012.09.23 宮城県南三陸町で町役場や商店街会長の方等と打合
2012.09.29 宮城県南三陸町で、検針・検品・出荷作業（集合形式）を実施
2012.09.29 宮城県南三陸町で、今後の運営や方向性に関する全体会議を開催
2012.10.06 宮城県南三陸町で、検針・検品・出荷作業（集合形式）を実施
2012.10.07 東京都大崎のしながわ夢さん橋 2012 でミシンの作品を販売
2012.10.10 川島織物セルコン様よりノベルティグッズの縫製を受注（9 月～10 月）
2012.10.12 東京「表参道ヒルズ」ニットソーイングクラブ展で作品を販売
2012.10.15 東京で開催された「FEEDER」のライブで、作品を販売
2012.10.20 東京 拓殖大学の学園祭で、作品を販売
2012.10.23 ノベルティグッズ（ポケットティッシュケース）の縫製を受注、納品
2012.11.01 宮城県南三陸町で在庫管理作業、地元の方々との打合せを実施
2012.11.02 宮城県南三陸町で作品の検針・検品一斉作業を実施

2012.11.14

東京 ビックサイトで開催された JAPANTEX2012 でブース展示会開催

～16
2012.11.16 東京 ビックサイトで、これまでの活動紹介と今後に関するセミナーに参加
2012.11.22 サンタモニカより受注した縫製作品の検品・出荷作業を実施（→納品）
2012.11.23 千葉のサンアイ様の手織り絨毯ギャベ展で作品を販売（～26）
2012.11.25 宮城県南三陸町で作品の検針・検品一斉作業を実施
2012.11.25 宮城県南三陸町でスキルアップ講習会を開催
2012.12.01

城南信用金庫さまよりノベルティグッズ（ポケットティッシュケース）の縫製

を受注、納品
2012.12.02 宮城県南三陸町でスキルアップ講習会を開催
2012.12.11 宮城県南三陸町で作品の検針・検品一斉作業を実施
2012.12.11 宮城県南三陸町で新規商品の商品企画会議と検討 WS を実施
2012.12.15 横浜ハウスクエアで南三陸ミシン工房の作品を販売
2012.12.15 宮城県南三陸町で作品の検針・検品一斉作業を実施、納品
2012.12.23 宮城県南三陸町で作品の出荷作業を実施、納品
2012.12.28 東京都渋谷で行われた Muddy Apes ライブで南三陸ミシン工房の作品
を販売

