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平成 30 年 7 月豪雨被災地支援 

「みんなで遊んで元気アップ愛媛・岡山広場」を実施します 
（愛媛）：8 月 16 日（木）10:00～ 国立大洲青少年交流の家 体育館 
（岡山）：8 月 17 日（金）14:15～ 総社市立清音小学校 体育館 

 

平成 30 年 7月豪雨により、被害に遭われた方々に心からお見舞い申し上げますとともに、

お亡くなりになった方々に対し、衷心よりご冥福をお祈り申し上げます。 

公益財団法人日本スポーツ協会（東京都渋谷区／会長 伊藤雅俊）は、今回、大きな災害

を被った地域に暮らし不安やストレスを抱える子どもたちが、楽しみながら積極的にから

だを動かすことで運動不足を解消し、元気と活力を取り戻すことができるよう「みんなで元

気アップ愛媛・岡山会場」を実施します。 

 

【開催概要・プログラム】（詳細は添付の実施要項をご参照ください。）                  

   ★愛媛会場 

 

   ★岡山会場 

    

＊両会場とも元気アップサポーター等内容が都合により変更になる場合があります。 

 

【取材について】 

取材をご希望の際は 8月 15 日（水）までに別添申込書にてお申し込みください。 

   ※取材にお越しの方は、別紙の会場案内をご確認ください。 

   ※会場内では、取材者の識別が可能となるよう腕章等の着用をお願いします。 

 

＜問い合わせ先＞ 

公益財団法人日本スポーツ協会  

総務部 企画調整課     ℡：03-3481-2269 

広報・キャンペーン課     ℡：03-3481-2273 

日 時：平成 30 年 8 月 16 日（木）10:00～12:00 

会 場：国立大洲青少年交流の家 体育館（〒795-0001  愛媛県大洲市北只 1086） 

対象者：幼児・小学生 

参加料：無料 

内 容：アクティブ・チャイルド・プログラム（10:10～11:40） 

※元気アップサポーターとして愛媛 FC・FC 今治のサッカー選手が参加予定 

日 時：平成 30 年 8 月 17 日（金）14:15～17:00 

会 場：総社市立清音小学校 体育館（〒719-1172 岡山県総社市清音軽部 666-1） 

対象者：幼児・小学生（50 名） 

参加料：無料 

内 容：アクティブ・チャイルド・プログラム（14:30～16:30） 

※元気アップサポーターとして福田正博氏（元サッカー日本代表）が参加予定 

＊鈴木大地スポーツ庁長官も一緒にからだを動かします。 



 

 

豪雨災害義援募金を募集しています。 

本会として、都道府県体育・スポーツ協会、中央競技団体、関係スポーツ団体および傘下の関係

諸団体をはじめ、スポーツ少年団、総合型地域スポーツクラブおよび公認スポーツ指導者等スポー

ツに携わる関係者の方々に対し、広く義援金の募集を行っております。 

なお、とりまとめました義援金につきましては、本会を通じて日本赤十字社に寄付いたします。 

 【参照 URL：http://www.japan-sports.or.jp/news/tabid92.html?itemid=3789】 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アクティブ・チャイルド・プログラムとは 

幼児から小学校低学年にあたる子どもたちの運動遊びを支援するため、「幼児期からのアクテ

ィブ・チャイルド・プログラム」を作成いたしました。 

 本プログラムは、幼児期の運動や遊びの経験が、その後の

子どもたちのスポーツへの取組みや体力向上に重要な役割を

果たしているという昨今の研究成果に基づき、幼児期のうち

にからだを動かすことの楽しさや喜びを伝え、一人でも多く

のスポーツ好きな子どもたちを育んでいければと願い作成し

たものです。 

【公式サイト： 

http://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/acp/】 

 

日本スポーツ協会 オフィシャルパートナー 

 



 

申込先 FAX 番号：03-3481-2284（日本スポーツ協会） 

 

 

取材をご希望の場合は、下記項目をご記入の上 8 月 15 日（水）までに上記 FAX 番号宛てまでご

送付ください。 

 

＊取材を希望される開催会場に○をつけてください（複数可）。 

＜開催会場＞ 

愛媛（8/16） ・ 岡山（8/17） 

 

貴 社 名  

媒 体 名  

代表者名 （計          名様） 

スチール           名 ENG                名 

ご連絡先 
TEL FAX 

E-Mail 

 

※ご記入いただきました情報は取材関連の出席管理・ご連絡のみに使用させていただき、その他の目的で使用す

ることはありません。 

 

 

平成 30 年 7 月豪雨被災地支援 

「みんなで遊んで元気アップ愛媛・岡山広場」 

★愛媛会場 

日時：平成 30 年 8 月 16 日（木） 10:00～ 

場所：愛媛県大洲市 国立大洲青少年交流の家 体育館 

★岡山会場 

日時：平成 30 年 8 月 17 日（金） 14:15～ 

場所：岡山県総社市 総社市立清音小学校 体育館 



平成 30 年 7 月豪雨被災地支援 

「みんなで遊んで元気アップ愛媛・岡山広場」会場案内 
 

（愛媛）：8 月 16 日（木）10:00～ 国立大洲青少年交流の家 体育館 
  
※自動車で来られる方は、正門横の一般駐車場へ駐車 
 願います。 

（岡山）：8 月 17 日（金）14:15～ 総社市立清音小学校 体育館 

※車でお越しの際は、清音小学校付近にある旧公民館駐車場に停めてください。 

（清音小学校体育館を南に 50m 程進むと、郵便局の先に旧公民館があります。その駐車場を利用ください。） 

 旧公民館駐車場 



平成 30 年 7 月豪雨被災地支援 
「みんなで遊んで元気アップ愛媛広場」実施要項 

 
１．目的 

平成 30 年 7 月豪雨により、大きな災害を被った地域に暮らし、不安やストレスを

抱える子どもたちに対し、アクティブ・チャイルド・プログラムを提供することによ

り、楽しみながら積極的にからだを動かすことで運動不足を解消し、元気と活力を取

り戻すことができるよう支援することを目的とする。 
 
２．主催 
  公益財団法人日本スポーツ協会 
 
３．協力 
  公益財団法人愛媛県スポーツ協会、愛媛 FC、FC 今治 
 
４．期日 
  平成 30 年 8 月 16 日（木） 
 
５．会場 

国立大洲青少年交流の家 体育館 
〒795-0001  愛媛県大洲市北只 1086 

 
６．対象者・参加料 

幼児・小学生／参加料無料 
 
７．プログラム 

～10:00 現地集合・送迎バス到着 
10:00 オープニングセレモニー（主催者からの応援メッセージ） 
10:10 アクティブ・チャイルド・プログラム（休憩随時） 

【講師】 
田中 雅人 氏（愛媛大学）、佐藤善人氏（東京学芸大学）、 
青野 博（公益財団法人日本スポーツ協会） 

【元気アップサポーター】 
 愛媛 FC、FC 今治のサッカー選手 

11:40 クロージング 
12:00 解散・バス出発 

       ＊講師・元気アップサポーターについては都合により変更になる場合があります。 
 
８．服装・持ち物 
○体育館で鬼ごっこや縄跳び等で遊ぶことができる服装であれば、スポーツウエアは

必要ありません。 
 ○用意できる方は室内シューズをお持ちください。 
 ○飲み物は準備いたします。 
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９．申込・お問合せ 
  以下の必要事項について、メール、FAX または郵送にてご連絡ください。 

【必要事項】 
(1)氏名、(2)年齢、(3)住所、(4)保護者連絡先、 

(5)交通手段＜送迎バス希望の有無（利用の場合以下の番号）、自家用車等） 

 
【送迎バスの運行時間】 
 ①宇和島市総合体育館  （９：００発 １２：４０着予定）  

②吉田町ふれあい運動公園（９：００発 １２：４０着予定） 
③西予市立野村中学校  （９：００発 １２：４０着予定）  
④宇和文化会館 裏駐車場 （９：１０発 １２：３０着予定） 
⑤大洲市立喜多小学校  （９：２０発 １２：２０着予定） 

 
【お申込・お問合せ先】 

〒790-0843 松山市道後町 2 丁目 9-14 ひめぎんホール別館内  
公益財団法人愛媛県スポーツ協会 愛媛県スポーツ少年団宛 

  TEL：089-911-1199（担当：松本） 
   FAX：089-911-0234  
   申込先 Mail：ehime-sports@blue.ocn.ne.jp  
 



平成 30 年 7 月豪雨被災地支援 
「みんなで遊んで元気アップ岡山広場」実施要項 

 
 
１．目的 

平成 30 年 7 月豪雨により、大きな災害を被った地域に暮らし、不安やストレスを

抱える子どもたちに対し、アクティブ・チャイルド・プログラムを提供することによ

り、楽しみながら積極的にからだを動かすことで運動不足を解消し、元気と活力を取

り戻すことができるよう支援することを目的とする。 
 
２．主催 
  公益財団法人日本スポーツ協会 
 
３．協力 
  公益財団法人岡山県体育協会、きよねスポーツくらぶ 
 
４．期日 
  平成 30 年 8 月 17 日（金） 
 
５．会場 

総社市立清音小学校 体育館 
〒719-1172 岡山県総社市清音軽部 666-1 

 
６．対象者・定員・参加料 

幼児・小学生 50 名／参加料無料 
 
７．プログラム 

14:00 現地集合・送迎バス到着 
14:15 オープニングセレモニー（鈴木大地スポーツ庁長官から応援メッセージ） 
14:30 アクティブ・チャイルド・プログラム（休憩随時） 

【講師】 
佐藤善人氏（東京学芸大学）、青野博（公益財団法人日本スポーツ協会） 

【元気アップサポーター】 
福田正博氏（元サッカー日本代表） 
＊鈴木大地スポーツ庁長官も一緒にからだを動かします。 

16:30 クロージング 
17:00 解散・バス出発 

       ＊講師・元気アップサポーターについては都合により変更になる場合があります。 

 
８．服装・持ち物 
○体育館で鬼ごっこや縄跳び等で遊ぶことができる服装であれば、スポーツウエアは

必要ありません。 



 ○用意できる方は室内シューズをお持ちください。 
 ○飲み物は準備いたします。 
 
９．お申込・お問合せ 
 以下の必要事項について、メールにてご連絡ください。 
【必要事項】①氏名、②学年、③連絡先電話番号、④送迎バス利用の有無（以下のルー

トから乗車場所を選択してください） 
 
【バスの運行時間】 

A 二万小学校（13：30 発）⇔ 清音小学校体育館（14：00 着） 
      （17：30 着）          （17：00 発） 
B 薗小学校（13：30 発）⇒岡田小学校（13：40 発）⇒清音小学校体育館（14：00 着） 
     （17：30 着）      （17：20 着）         （17：00 発） 

 
【お申込・お問合せ先】 

 


