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パラスポーツで競う大運動会、都内初開催決定
企業対抗 あすチャレ！運動会 in TOKYO 2017
出場企業エントリー受付開始（先着 16 社限定）
2017 年 8 月 5 日（土） 場所：日本体育大学世田谷キャンパス
この度、日本財団パラリンピックサポートセンター（以下、パラサポ）は、「企業対抗あすチャレ！運動会 in
TOKYO 2017」の初開催を下記の通り、決定いたしました。
パラサポではパラスポーツの普及活動の一環として、企業や自治体、大学など全国の法人を対象とした運
動会プログラム「あすチャレ！運動会」（協賛：株式会社ジェイティービー）を今年 5 月に開始しました。本プロ
グラムは、パラリンピックの公式競技や、オリジナルのパラスポーツを取り入れて行う新しい形の運動会で、楽し
みながら障がい理解を深めるだけでなく、チームビルディングや社内コミュニケーションの促進にもつながるとい
う感想が各参加企業から寄せられています。
このたび、より多くの企業に「あすチャレ！運動会」を体験してもらうことを目的に、企業対抗大会を都内で初
開催することとなりました。出場企業はゴールボール、シッティングバレーボール、ボッチャ、車いすポートボー
ル、車いすリレーの 5 競技で総得点を競い合います。１チームあたり女性 2 割以上含む最少 10 名（推奨 20
～30 名）を参加条件とし、先着順にてエントリー受付を開始いたしました。詳細は下記概要および別添資料を
ご参照ください。
※取材案内は追ってお知らせいたします。取材をご希望の方は取材案内送付時にお申込頂きますよう、よろ
しくお願いいたします。

■「企業対抗 あすチャレ！運動会 in TOKYO 2017」 開催概要
主催

日本財団パラリンピックサポートセンター

日程

2017 年 8 月 5 日（土） 10:00～17:00（予定）

会場

日本体育大学 東京・世田谷キャンパス （東京都世田谷区深沢 7-1-1）

参加費

1 チーム \100,000（税込） ※参加人数に関わらず一律

参加条件

企業、自治体、大学などの法人

申込期間

2017 年 7 月 14 日（金）まで ※募集上限（16 社予定）に達し次第終了

申込方法

別紙申込用紙にてメール(asuchalle-undokai@jtbcom.co.jp)または FAX(03-5657-0635)

詳細

公式サイト 【www.parasapo.tokyo/asuchalle/undokai/】、および別紙チラシ参照

【お問い合わせ】日本財団パラリンピックサポートセンター 広報部
The Nippon Foundation Paralympic Support Center
〒107-0052 東京都港区赤坂 1-2-2 日本財団ビル 4 階
TEL: 03-6229-3721 / FAX: 03-6229-3722 / Email: info@parasapo.tokyo
URL: http://www.parasapo.tokyo

in TOKYO 2017
SAT

2017/ 8 / 5

日本体育大学 東京・世田谷キャンパス

5つの競技の総得点で競う！
車いすポートボール

ゴールボール

誰もが参加でき、
誰もが輝ける

シッティングバレーボール

相手の気持ちに
なって考え、行動できる

参加に関するお問い合わせ先
「あすチャレ！ 運動会」事務局（JTBコミュニケーションデザイン内）
TEL ： 03 - 5657 - 0672

FAX ： 03 - 5657 - 0635

E-Mail： asuchalle-undokai@jtbcom.co.jp
受付時間 ： 平日10 : 00〜17 : 00（土日祝祭日除く）
WEB ： https://www.parasapo.tokyo/asuchalle/undokai/

車いすリレー

勝利に向けた
結束力が高まる

ボッチャ

参加企業同士の
社外交流ができる

あすチャレ！運動会のご案内
WEBで
あすチャレ！運動会
検索

スマートフォンで

企業対抗「あすチャレ！運動会」in TOKYO 2017 概要
日程

2017年8月5日(土) 10 : 00〜17 : 00(予定)

会場

日本体育大学 東京・世田谷キャンパス

参加費
参加条件

東京都世田谷区深沢7-1-1

1チーム¥100,000(税込)

企業

大会

交流

終了

後
会を
開 催！

17:3
0〜1
9:00
（予定
）

18歳以上で参加企業に所属する方
ご応募は1社につき1チーム
1チームの参加人数 推奨20名
※10名以上でお申し込みください。

※1チームの女性の割合は2割以上でご参加ください。
※ぜひチームごとにお揃いのユニフォームやTシャツでご参加ください。
ご用意が難しい場合はビブスをお貸しいたします。

お申し込み方法

お申し込み期間

募集企業数

開催競技

申込用紙にご記入のうえ、あすチャレ！運動会事務局までメール、
もしくはFAXにてお送りください。
E-mail：asuchalle-undokai@jtbcom.co.jp FAX：03 -5657- 0635
2017年7月14日(金)まで

※募集企業数に達し次第、終了となります。

16社[先着順]

※募集企業数は変更となる場合がございます。

ボッチャ・ゴールボール・車いすポートボール・シッティングバレーボール・車いすリレー
※開催競技は変更となる場合がございます。

「あすチャレ！運動会」参加者の声

軽い体験や見学と違い、すべて真剣に正確に取り組めた事
による新しい気付き、学び、達成感、爽快感…大満足です。

「あすチャレ！運動会」とは
「あすチャレ！運動会」
は、パラスポーツを通じて
「リアル」
に体
感してもらい、そこから生まれる
「気づき」
を提供します。
ブラインド競技では見えないからこそ改めて気づく
「リア

障がいの有無に関わらず、スポーツでも職場でも、協力し

ルコミュニケーションの大切さ」、車いす競技では思うよう

ながら自然体で「楽しむ」
ことができたら、よりダイバーシ

に動けないからこそリアルに分かる
「障がい者にとっての

ティ推進が進んでいくと感じました。

バリア」。より良い結果を求め、その方法をみんなで模索す
ることで生まれるチームワークや一体感。

スポーツはやはりすごい力を持っていると感じられた1日で
した。健常者、障がい者関係なくそのスポーツに全力で取り

「あすチャレ！運動会」は、日々の生活で忘れがちな大切な
事を、パラスポーツを楽しみながら
「ハッ」
と気づかせてく

組み、一致団結することで体と心をすごく豊かにしてくれる

れるはずです。

ものだと思いました。

そして、その「気づき」で、明日からのあなたを、職場を、社
会をより豊かにするきっかけとすることが、私たちの掲げる

車いすリレーは足の遅い自分でも、頑張れば速く走れて嬉
しかった。またこのような機会があれば是非参加したいと
思います。正直思っていたより本当に楽しい運動会でした。

明日への挑戦 、
「 あすチャレ！」
です。
「想い」
を必ず「行動」
に。
Challenge for Tomorrow

【送付先】 企業対抗「あすチャレ!運動会」 in TOKYO 2017 事務局
E-mail／ asuchalle-undokai@jtbcom.co.jp または FAX／03-5657-0635

企業対抗「あすチャレ!運動会」 in TOKYO 2017 参加申込書
申込日

年

月

お申込みの企業名・団体情報をご記入ください。
会社名
（団体名）

担当
部署名
代表
担当者名
住所

〒

E-mail

TEL

FAX

参加人数

チームシャツ

名

有

・

無

企業
交流会

参加する

・

参加しない

ビブス
貸出希望

希望する

・

希望しない

○ ※ご記入いただいたお客様の情報は適切に管理し、本発表会運営のために利用します。
法令に定める場合を除き、情報を事前に本人の同意を得ることなく、第三者に提供致しません。

お問い合わせ先
お電話によるお問い合わせ
「あすチャレ！運動会」事務局 難波・森（JTBコミュニケーションデザイン内）
TEL：03-5657-0672 受付時間：平日10:00～17:00（土日祝祭日除く）

その他
備考・通信欄

日（

）

