
 

 

 

「復興五輪」いわて感謝祭の開催について 

１ 目的 

⑴ コロナ禍において、聖火リレーなど東京 2020大会に関連する様々な機会に、岩手から「復 

興五輪」を発信したレガシー継承 

⑵ 東京 2020大会により高まった、県民のスポーツへの興味関心の持続・拡大 

  ⑶ コロナ禍においても、目標に向かって頑張る全てのアスリートへの応援 

２ 開催概要(案) 

⑴ 名 称 「復興五輪」いわて感謝祭 

⑵ 主 催 岩手県、東京2020ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ聖火事業等岩手県実行委員会 

⑶ 日 時 令和４年２月11日(祝・金)13:00～15:30 

⑷ 会 場 ホテルメトロポリタン盛岡 NEW WING ４階メトロポリタンホール 

⑸ 定 員 300名(県内在住者に限定して公募) 入場無料 

⑹ 主なプログラム 

 ① オリンピアン・パラリンピアン及び聖火リレーランナー等によるトークショー 

 

 

 

 

 

 

              

② アトラクション 

 盛岡山車推進会、盛岡中央高校チアダンス部(新型コロナウイルスの影響により、聖火リ 

レーセレブレーション盛岡会場での出演が取止めとなった団体） 

③ 展示コーナー(聖火トーチ、ユニフォーム、ホストタウンパネル等の展示) 

 ※ プログラム終了後、パブリックビューイング(北京冬季五輪の日本代表選手出場競技を 

放映予定) 

 ⑺ 申込方法等 

① 申込期間 令和４年１月７日(金)正午～１月28日(金)24:00 

   ② 申込方法 ➤ 往復はがきによる申込み 

          ➤ 特設ホームページからの申込み 

          ※ １応募につき最大２名までの申込が可能 

   ③ 結果通知 ２月４日(金)までにチケットを発送 

 

【担当：オリンピック・パラリンピック推進室 菊池太介 TEL：019-629-6798】 

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会及び県内聖火リレーのレガシー継承に向け、

下記のとおり「復興五輪」いわて感謝祭を開催します。 

また、本日(１/７)正午から、特設ホームページ並びに往復はがきでの申込受付を開始します。 

記 者 席 配 付 資 料 

令 和 ４ 年 １ 月 ７ 日 

文化スポーツ部ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ推進室 

(五十音順) 
上野 由岐子 選手 宇津木 麗華 監督 ウルフ アロン 選手 谷 真海 選手 水谷 隼 選手 



事務局：岩手県文化スポーツ部オリンピック・パラリンピック推進室　〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1 岩手県庁12階　TEL 019-629-6798
主催：岩手県・東京2020オリンピック・パラリンピック聖火事業等岩手県実行委員会

復興五輪
いわて感謝祭
［会場］ホテルメトロポリタン盛岡

ＮＥＷＷＩＮＧ ４階 メトロポリタンホール
［会場］ホテルメトロポリタン盛岡

ＮＥＷＷＩＮＧ ４階 メトロポリタンホール

オリンピアン・パラリンピアンをゲストに迎え

岩手県盛岡市盛岡駅前北通2-27

谷 真海 選手谷 真海 選手

東京２０２０パラリンピック
トライアスロン／

パラリンピック 日本選手団 旗手

Tani MamiTani Mami

上野 由岐子 選手上野 由岐子 選手

東京２０２０オリンピック
女子ソフトボール 金メダル

Ueno YukikoUeno Yukiko

宇津木 麗華 監督宇津木 麗華 監督

東京２０２０オリンピック
女子ソフトボール 代表監督

Utsugi ReikaUtsugi Reika

ウルフ アロン 選手ウルフ アロン 選手

東京２０２０オリンピック
柔道男子１００ｋｇ級 金メダル

Aaron Phillip WolfAaron Phillip Wolf

水谷 隼 選手 水谷 隼 選手 

東京２０２０オリンピック
卓球混合ダブルス 金メダル

Mizutani JunMizutani Jun

スペシャルリレートーク開催！スペシャルリレートーク開催！

2022.2月11日（祝・金）１３:００～１5:3０〈12:00 開場〉

要事前申込
定員300名
入場無料
※応募方法は裏面を
ご覧ください



チケットお申込みの皆様へ ： 新型コロナウイルス感染予防対策にご協力ください
本イベントは、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室のガイドラインに従って開催
します。開催当日の状況によっては、感染防止のための行動制限（入場規制等）があることを
ご理解いただき、下記、注意意事項等を確認の上エントリーをお願いします。

【エントリーに際して】
■下記に該当する方はご入場をお断りさせていただきます。
・マスクをご持参・ご着用されない方（マスクは配布いたしませんので、必ずご持参ください。）
・ご来場時の検温、消毒にご協力いただけない方
・新型コロナウイルスに感染されている方および感染の疑いがある方（例えば以下のような方）
※ご来場日およびご来場日までの1週間以内に体温が37.5度を超えたことがある方
※強い倦怠感、咳やのどの痛み・息苦しさ等風邪に似た症状、味覚や嗅覚に異常を感じる方

1.往復はがきによるお申込み
住所、氏名、連絡先（電話番号）、人数（最大2名まで）、備考等
（車いす、障がい者など）を記入の上、事務局まで郵送ください。
※往復はがき以外は無効とさせていただきます。

2.特設ホームページからのお申込み
特設ホームページ内にあるエントリーフォームよりお申し込みください。
受付後、エントリー完了メールが送付されますので、
info@fu-go-iwate.jpを受信できるようメール設定を有効にしてください。

2月4日（金）までにチケットを発送させていただきます。
〒020-8566 岩手県盛岡市志家町6-1 IBC岩手放送内　復興五輪 いわて感謝祭運営事務局
TEL 019-623-3107　FAX 019-651-2428　MAIL info@fu-go-iwate.jp （電話受付時間：平日9:30～17:30）

300名／入場無料
●お申込みは岩手県内にお住まいの方のみとなります。 ●１応募につき最大２名までの申込が可能です。 
●マスク着用、入退場時の消毒他、主催者が定める「新型コロナウイルス感染対策ガイドライン」に同意、ご協力いただける方。

応募期間 募集定員

応募条件

応募方法

結果通知

2022年1月7日（金）～1月28日（金）

復興五輪 いわて感謝祭 チケットお申込み方法

お問い合わせ・お申し込み先

https://fu-go-iwate.jp/

※入場は無料ですが事前申込が必要となります。　
※申込多数の場合、事務局による抽選となります。

※同居家族等に同様の症状がある方
※ご本人または同居家族が濃厚接触者として自宅待機中の方
※PCR検査陽性歴があり、（1）有症状者では、発症日から10日未満、かつ、症状軽快後72時間以内
（2）症状軽快後24時間経過から24時間以上の間隔をあけ、2回のPCR検査で陰性を確認できてい
ない、または（3）無症状病原体保有者では、陰性確認から10日未満（4）検体採取日から6日間経過
後、24時間以上の間隔をあけ2回のPCR検査陰性を確認できていない方
※海外から帰国（日本に入国）して14日未満の方
■ご来場日以降に新型コロナウイルスへの感染が判明した場合、または濃厚接触者と認定された場
合は、 できるだけ速やかに事務局までご連絡ください。
■会場内で感染者（濃厚接触者を含む）が出た場合、申込時にお預かりした個人情報を主催者が保
健所・医療機関等の第三者へ提供することもございますので予めご了承ください。

谷 真海 選手
1982年生まれ。宮城県気仙沼
市出身。早稲田大学在学中、骨
肉腫により右足膝下を切断。卒
業後サントリー入社。走幅跳で
アテネ、北京、ロンドンの3大会
出場。２０１６年パラトライアス
ロンに転向し、東京大会出場。

上野 由岐子 選手
1982年生まれ。福岡県福岡
市出身。日本の絶対的なエー
スとして2004年アテネ五輪、
2008年北京五輪、2021年
東京五輪の３大会連続でメダル
獲得。所属するビックカメラ高崎
では2年連続3冠達成に貢献。

宇津木 麗華 監督
中国ソフトボール代表として活
躍後、24歳で来日。2000年
シドニー、2004年アテネに出
場。2005年4月にビックカメ
ラ高崎に監督就任。東京五輪
代表監督として指揮を執り、２
大会連続金メダル獲得に貢献。

水谷 隼 選手
198９年生まれ。静岡県磐田
市出身。北京、ロンドン、リオ、
東京オリンピック４大会代表。
卓球競技日本人初のシングル
スでのオリンピックメダリスト。
卓球競技混合ダブルスの初代
オリンピック金メダリスト。

ウルフ アロン 選手
１９９６年生まれ。東京都出身。
2017年初出場の世界選手権
を制し、2019年は体重無差
別で争う全日本選手権で初優
勝。2021年東京オリンピック
で夢を叶え、史上八人目の柔
道三冠を達成。

など、復興五輪の感動蘇るコンテンツ盛りだくさんの感謝祭！

※新型コロナウイルス感染症の影響により、予定内容が変更になる場合がございます。

「夢」をつなげていこう！
出演：谷 真海選手、上野 由岐子選手、宇津木 麗華監督

ＰＡＲＴ1「ありがとう」をつなげていこう！
出演：県内の聖火リレーランナーなど

「スポーツのチカラ」をつなげていこう！
出演：ウルフ アロン選手、水谷 隼選手、上野 由岐子選手

ＰＡＲＴ2

ＰＡＲＴ3 ＰＡＲＴ4

「未来」をつなげていこう！
出演：谷 真海選手、県内のパラスポーツ選手など

●スペシャルリレートーク

MC：アンダーエイジ MC：ふじポン

ゲストプロフィール

●県内聖火リレー動画上映
●聖火フェスティバル動画上映
●聖火リレー関係国体5周年記念パネル展示

必着


