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～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 気仙沼」

■実施回数 ： 平成30年度 3回目、通算125回目、宮城県内43回目、気仙沼2回目開催
■実施日時 ： 2018年7月21日（土） 10：00～13：00
■天 候 ： 晴れ（気温＝３１．０℃～３２．７℃）
■会 場 ： 気仙沼市総合体育館（ケー・ウェーヴ）

（気仙沼市赤岩牧沢44-180 ℡0226-21-3421）
■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、宮城県
■協 力 ： 一般社団法人気仙沼市体育協会、気仙沼市スポーツ少年団本部

気仙沼市スポーツ推進委員協議会
アシックスジャパン株式会社

■参 加 者 ： ８０名
■形 式 ： 運動会形式
■参加オリンピアン ：
金藤 理絵 （水泳／競泳） チームレッド １位
岩﨑 洋三 （ボート） チームイエロー ２位 チームジャパン挨拶
山本 隆弘 （バレーボール） チームブラック １位
淡路 卓 （フェンシング） チームグリーン
馬渕 智子 （ソフトボール） チームイエロー ３位
清水 徹郎 （カーリング） チームブルー ２位 つながる火紹介

■来 賓 等 ： 金野正義（気仙沼市教育委員会教育部部長）、菅原精喜（気仙沼市議会議長）、
境由紀夫（一般財団法人気仙沼市体育協会会長）、
守屋守武（気仙沼市スポーツ少年団本部本部長）、
佐藤忠文（気仙沼市スポーツ推進委員協議会会長）

■宮城県同行者：宮城県震災復興企画部オリンピックパラリンピック大会推進課 企画広報班
高木 昌浩

■報 道 ： 三陸新報社、NHK仙台放送局、仙台放送気仙沼市局、宮城テレビ放送、
気仙沼ケーブルネットワーク（５社）

■司 会 ： 岩手佳代子
■被災地訪問 ：すがとよ酒店、リアス・アーク美術館、

［7月20日（金）実施］
■学校訪問 ：宮城県気仙沼高等学校、宮城県立気仙沼支援学校、

実施概要



参加オリンピアン
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金藤 理絵
（水泳／競泳）

岩﨑 洋三
（ボート）

淡路 卓
（フェンシング）

山本 隆弘
（バレーボール）

馬渕 智子
（ソフトボール）

清水 徹郎
（カーリング）



実施風景



実施風景 ～会場全体～
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■会場全体

司会：岩手佳代子



◇選手宣誓◇チームジャパン代表挨拶

■開会セレモニー
◇オリンピアン入場・紹介

◇開催地代表挨拶

実施風景 ～開会セレモニー～
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岩崎 洋三 今野 政義（市長代理）



◇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



◇大玉ころがし

実施風景 ～運動プログラム(大玉ころがし)～
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◇デカパン競争

実施風景 ～運動プログラム(デカパン競争)～
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◇5色玉入れ

実施風景 ～運動プログラム(5色玉入れ)～
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実施風景 ～記念撮影 / 「花は咲く」合唱～
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■記念撮影

■「花は咲く」合唱



■質問プログラム

実施風景 ～オリンピアンQ&A～
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◇オリンピアンとのQ＆A



■閉会セレモニー

実施風景 ～閉会式～
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◇表彰式



■閉会セレモニ
◇聖火「つながる火」紹介

◇チームジャパン挨拶

実施風景 ～閉会式～
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実施風景 ～ハイタッチ退場 / サイン会～
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■ハイタッチ退場

■ サイン会



実施風景 ～地域ボランティアの方々～
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学校訪問 交流事業
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学校訪問 交流事業 ～宮城県気仙沼高等学校～



被災地訪問
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被災地訪問 ～被災地を知る～

7月20日（金）すがとよ酒店

7月21日（土）リアス・アーク美術館



制作物関連



■ 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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■サイン色紙

■ 配布物／冊子「オリンピアン」

■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

■アシックス展示

■アンケート用紙



■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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