
永田クラブ 

文科クラブ 

JSPOクラブ  へ貼り出し 

令和元年 10 月 25 日 

内 閣 官 房 
 

 

復興ありがとうホストタウンサミット inＪヴィレッジの開催について 

 

 

このたび、標記会議について、下記の通り開催しますので、お知らせします。是非ご取

材ください。 

 

１ 日 時： 令和元年 11月 4日（月） 

  ※当日のスケジュール等については別紙チラシ等をご参照ください。 

  ※復興ありがとうホストタウン・ドリームマッチについては参考資料をご参照くださ

い。 

 

２ 場 所：ナショナルトレーニングセンターJヴィレッジ 

（住所：福島県双葉郡楢葉町山田美シ森８番） 

 

３ 取 材： 

（1） 取材を希望される場合は、別紙に必要事項を記入の上、10月 31日（木）12：00

までにＦＡＸにて お申込みください。 

（2） 当日は、別紙をご参照の上、各集合時刻まで にご集合ください。 

（3） 記者証または自社腕章をご着用の上、取材願います。 

（4） 取材位置・時間等については、係員の指示に従ってください。 

（5） ブラインドサッカー試合会場でのフラッシュ撮影は禁止とさせていただきます。 

 

 

 

 

 

 

【問合せ先】 
内閣官房東京オリンピック・パラリンピック推進本部事務局 

（内容について） 金子、北島  TEL: 03-3581-0163 
（取材について） 久保、鈴木  TEL: 03-3581-0161 

   日本ブラインドサッカー協会 
        （日本代表について）  源（みなもと） MAIL：media@b-soccer.jp 



貴　社　名

ご担当者名

電 話 番 号

取材予定箇所に必要事項を記載願います。

時間等
（目途）

内容 集合場所
集合
時間

取材位置
取材

代表者名
人数

ムービー
カメラの

数

スチール
カメラの

数

9:45～ ブラインドサッカー体験イベント
Jヴィレッジ内
９番フィールド

9:30
Jヴィレッジ内
９番フィールド

10:50～
復興ありがとうホストタウン・ドリームマッチ

日本代表ＶＳアルゼンチン代表
※試合終了後、選手と体験会参加者等による記念写真撮影あり

Jヴィレッジ内
J-VILLAGE Dome

10:30
Jヴィレッジ内

J-VILLAGE Dome

13:10～
復興ありがとうホストタウン連絡協議会第２回総会

および復興ありがとうホストタウン大使任命式
※集合写真の撮影あり

Jヴィレッジ内
Jホール

13:00
Jヴィレッジ内

Jホール

14:00～ シンポジウム
Jヴィレッジ内

コンベンションホール
13:50

Jヴィレッジ内
コンベンションホール

【別紙】復興ありがとうホストタウンサミットinＪヴィレッジ開催に係る取材申込書

ＦＡＸ送信先：０３－３５８１－４３５５
（内閣官房オリパラ事務局）

申込期限：令和元年10月31日(木)　12:00



■ブラインドサッカー体験会

■復興ありがとうホストタウン・ドリームマッチ

■ブラインドサッカー体験会

■復興ありがとうホストタウン・ドリームマッチ

アルゼンチン
代表チーム
アルゼンチン
代表チーム

11: 05～

キックオフ！

★

一般公開

11: 05～

キックオフ！

★

一般公開

一般公開申込み不要

一般公開申込み不要

事前申込が必要です

希望の方は
下記 申込先まで

事前申込が必要です

希望の方は
下記 申込先まで

パラスポーツの体験パラスポーツの体験

■復興ありがとうホストタウン
　　　　　　　　　　　　　　連絡協議会第２回総会

■復興ありがとうホストタウン大使任命式および
復興ありがとうホストタウン登録証の授与

■復興ありがとうホストタウン
　　　　　　　　　　　　　　連絡協議会第２回総会

■復興ありがとうホストタウン大使任命式および
復興ありがとうホストタウン登録証の授与

総　会総　会
■基調講演

1964年　東京大会体操金メダリスト

　　　　　　ミロスラウ・ツェラル氏（スロベニア）

1964年　東京大会競泳金メダリスト

　　　　　　ロバート・ウィンドル氏（オーストラリア）

　
■子どもたちによるありがとうの発信

「アミーゴ・デ・川俣」、 「コンフルエンシア・ジュニア」
によるフォルクローレの演奏と踊りの披露

■パネルディスカッション
「ホストタウンと３県を代表する若手アスリートによる、
これまでの取組と来年の東京大会に向けた意気込み」

■基調講演
1964年　東京大会体操金メダリスト

　　　　　　ミロスラウ・ツェラル氏（スロベニア）

1964年　東京大会競泳金メダリスト

　　　　　　ロバート・ウィンドル氏（オーストラリア）

　
■子どもたちによるありがとうの発信

「アミーゴ・デ・川俣」、 「コンフルエンシア・ジュニア」
によるフォルクローレの演奏と踊りの披露

■パネルディスカッション
「ホストタウンと３県を代表する若手アスリートによる、
これまでの取組と来年の東京大会に向けた意気込み」

2019.11.4
福島県Ｊヴィレッジ

月

場所

・内閣官房東京オリンピック ・ パラリンピック推進本部事務局内閣官房東京オリンピック ・ パラリンピック推進本部事務局株式会社セレスポ 福島支店

　　　 tel. 024-935-2233
　　　 fax. 024-935-7720
平日 9：00～17：00（土日祝除く ）

株式会社セレスポ 福島支店
　　　 tel. 024-935-2233
　　　 fax. 024-935-7720
平日 9：00～17：00（土日祝除く ）

岩手県 ・ 宮城県 ・ 福島県 ・ ＮＰＯ法人日本ブラインドサッカー協会
株式会社ポケモン ・ 日本コカ・コーラ株式会社
一般社団法人ホストタウンアピール実行委員会

岩手県 ・ 宮城県 ・ 福島県 ・ ＮＰＯ法人日本ブラインドサッカー協会
株式会社ポケモン ・ 日本コカ・コーラ株式会社
一般社団法人ホストタウンアピール実行委員会

協力

主催申込先

第１部 ～

第２部第２部

VSVS

日本
代表チーム

日本
代表チーム

9:45 13:00
～～13:1013:10 13:4513:45 シンポジウムシンポジウム

第３部 ～14:00 16:30



タイムスケジュール 内容 場所
9:45-10:45 ブラインドサッカー体験会 ９番フィールド

10:50-13:00 ブラインドサッカー親善試合
日本代表VSアルゼンチン代表 J-VILLAGE Dome

13:10-13:25 復興ありがとうホストタウン連絡協議会第２回総会 Jホール

13:25-13:45 復興ありがとうホストタウン大使任命式および復興ありがと
うホストタウン登録証の授与 Jホール

14:00-14:10 主催者挨拶、来賓挨拶 センター棟コンベンショ
ンホール

14:10-15:10

基調講演
①1964年東京大会体操金メダリスト：ミラスロフ・ツェラ
ル氏（スロベニア）
②1964年東京大会競泳金メダリスト：ロバート・ウィンド
ル氏（オーストラリア）

センター棟コンベンショ
ンホール

15:15-15:30 子どもたちによるありがとうの発信
・福島県川俣町

センター棟コンベンショ
ンホール

15:40-16:30

パネルディスカッション
登壇者（調整中）：３県の若手アスリート（オリ・パラ
１名ずつ）、岩手県花巻市、宮城県加美町、福島県飯
舘村

センター棟コンベンショ
ンホール

復興ありがとうホストタウンサミット in Ｊヴィレッジ

日時：令和元年11月4日（月）9:45-16:30
場所：ナショナルトレーニングセンターJヴィレッジ



関係各位 

 

令和元年 10月 25日 

内閣官房オリパラ事務局 

 

 

復興ありがとうホストタウン・ドリームマッチについて 

 

 

 本年 10 月 1 日付けでアルゼンチンの「復興ありがとうホストタウン」として登録された

福島県楢葉町、広野町、川俣町のご縁により、今般、ホストタウン交流事業の一環としてブ

ラインドサッカーアルゼンチン代表（世界ランク 1位）を招へいすることとなり、Ｊヴィレ

ッジにおいて日本代表との国際親善試合（以下「復興ありがとうホストタウン・ドリームマ

ッチ」）を開催することになりました。 

 また、これに先立ち、復興ありがとうホストタウンの子どもたちがブラインドサッカー体

験会に参加します。 

 取材申請については、別紙申込フォームを活用の上、弊事務局まで FAXにてお申し込みく

ださい。 

 本ドリームマッチは一般の方も無料観戦できますが、席に限りがあるため観戦を希望され

る場合には、下記申込先までご連絡ください。。 

※予定数に達した場合には申し込みを締め切らせていただく場合があります。 

 

●「復興ありがとうホストタウン・ドリームマッチ」開催概要 

１．名称   復興ありがとうホストタウン・ドリームマッチ 

 日本代表 VSアルゼンチン代表 

２．日程   2019年 11月 4日（月・祝） 

 9:45 ブラインドサッカー体験会（～10:45） 

 10:50 選手入場 

 11:05 キックオフ 

 12:40 選手・体験会参加者等による記念写真の撮影 

 ※試合終了時間によって変更の可能性あり。 

３．会場   ナショナルトレーニングセンターＪヴィレッジ  

 J-VILLAGE Dome（福島県双葉郡楢葉町山田岡字美シ森８番） 

４．試合形式 20分ハーフのプレイングタイム 

５．申込先  株式会社セレスポ 福島支店  

 tel.024-935-2233 fax.024-935-7720（平日 9:00～17:00（土日祝除く） 

６．その他   豪華ゲストも参加します！ 

 

参考資料 



 

 

●アルゼンチン代表メンバー 
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