
フォトレポート

2017年9月30日（土）

公益財団法人日本オリンピック委員会
オリンピックデー・フェスタ 運営事務局

東日本大震災復興支援
ＪＯＣ 「がんばれ！ニッポン！」 プロジェクト

～スポーツから生まれる、笑顔がある。～
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「オリンピックデー・フェスタ in 大槌」

■実施回数 ： 平成２９年度 ３回目、通算１１０回目、岩手県：３５回目、大槌町：５回目
■実施日時 ： ２０１７年９月３０日（土）１０：００～１３：００
■天 候 ： 晴れ（気温＝１８．０～２０．５℃）
■会 場 ： 城山公園体育館（岩手県上閉伊郡大槌町小鎚第３２2地割１２６）
■主 催 ： 公益財団法人日本オリンピック委員会
■後 援 ： スポーツ庁、岩手県
■協 力 ： 大槌町、大槌教育委員会、大槌町体育協会、アシックスジャパン株式会社
■参加者数 ： ８７名（大槌町民）
■形 式 ： 運動会形式
■参加オリンピアン ： ６名
澤野 大地 （陸上競技：初参加） ブラック つながる火紹介 ２位
中村 真衣 （水泳／競泳） ブルー 代表挨拶 ４位
大山 加奈 （バレーボール） レッド １位
三宮 恵利子（スケート／スピードスケート）グリーン ３位
馬渕 智子 （ソフトボール） イエロー ５位
目黒 宏直 （バイアスロン：初参加） グリーン ３位

■来 賓 等 ： 大槌町教育委員会教育長 伊藤正治、大槌町体育協会会長 木藤養顕
■岩手県同行者：岩手県文化スポーツ部スポーツ振興課 主査 藤尾剛
■報 道 ： 大槌町広報（１社）
■司会進行 ： 竹田敦美
■被災地訪問 ： 語り部と共に城山公園高台、沿岸を視察

実施概要



大山 加奈

目黒 宏直

中村 真衣澤野 大地

参加オリンピアン
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馬渕 智子三宮 恵利子



実施風景



実施風景 ～会場全体～
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■会場全体

◇司会

竹田 淳美



◇選手宣誓◇チームジャパン
代表挨拶

中村 真衣

■開会セレモニー
◇オリンピアン入場・紹介

大槌町役場
小国琢、芳賀諒太

大槌町教育委員会
教育長 伊藤正治

◇開催地代表挨拶

実施風景 ～開会セレモニー～
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◇手つなぎ鬼

実施風景 ～ラジオ体操 / 運動プログラム(手つなぎ鬼)～
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■ラジオ体操

■運動プログラム



◇大玉転がし

実施風景 ～運動プログラム(大玉転がし)～
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◇綱引き

実施風景 ～運動プログラム(綱引き)～
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◇デカパン競争

実施風景 ～デカパンリレー～
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■質問プログラム

実施風景 ～質問プログラム～
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◇オリンピアンとのQ＆A



実施風景 ～記念撮影～
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■記念撮影

■「花は咲く」合唱



■閉会セレモニー
◇聖火「つながる火」紹介

◇チームジャパン挨拶

実施風景 ～閉会セレモニー～
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こここここここここここここ

◇表彰式



実施風景 ～閉会セレモニー～
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◇ハイタッチ退場

■ サイン会



被災地視察



被災地視察
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■被災地視察



船越小学校訪問



17

「船越小学校訪問」

■実施日時 ： ２０１７年９月２９日（金）１４:００ ～ １６:００
■会 場 ：山田町立船越小学校 体育館
■主 催 ：山田町立船越小学校
■参加人数 ：１２３人（山田町立船越小学校 全生徒）
■実施形式 ： 運動会形式
■参加オリンピアン：6名

澤野 大地 陸上競技 ブラック ３位
中村 真衣 水泳／競泳 ブルー １位
大山 加奈 バレーボール レッド ４位
三宮 恵利子 スケート／スピードスケート グリーン ５位
馬渕 智子 ソフトボール イエロー ２位
目黒 宏直 バイアスロン グリーン ５位

■来 賓 ： 千葉浩之校長先生

【船越小学校訪問】実施概要

◇山田町立船越小学校



【船越小学校訪問】実施風景
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■実施風景
◇オリンピアン自己紹介◇開会式

◇スポーツプログラム／手つなぎ鬼

◇ボール運びリレー

◇デカパン競争



【船越小学校訪問】実施風景

19

■実施風景
◇オリンピアンとのQ&A

◇閉会式 （船越小学校からお礼の言葉）

◇集合写真

◇サイン会



会場装飾・配布物・制作物



■ 場内横断幕

ODF

アシックスジャパン

JOCメッセージバナー

IOC TSUBASAバナー

■ のぼり■ 聖火
「つながる火」

会場装飾
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JOC環境バナー



会場装飾 / 配布物
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■アシックス展示
（ワールドグランドチャンピオンズカップ2017
男子ユニフォーム

■ サイン色紙

■ 配布物／冊子「オリンピアン」
・アンケート用紙

■1964年東京オリンピック原寸大聖火台とバックウォール
2020年東京オリンピック・パラリンピック エンブレム



■告知Ａ４チラシ（4c両面）/ A2ポスター(4c片面)

■メッセージフラッグ（サイズＢ２） ■ネームシール

制作物
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