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2015スポーツ＆レジャーフェスティバル

１．実施概要

（１）名 称 2015スポーツ＆レジャーフェスティバル

（２）主 旨 生涯スポーツ・レジャーを通して熊本県民の心と健康づく
りを図ると共に、「ふるさとくまもと」への郷土愛を育む
ことを目的として開催する。子どもからお年寄りまで幅広
い県民の参加を得て、スポーツ・レジャーに親しむ機会と
継続的なスポーツ・レジャー活動へのきっかけを提供し、
生涯スポーツの振興を図るとともに、地域スポーツ産業の
育成、発展を図るものとする。

（３）日 程 平成27年10月17日（土）・18日（日）

（４）会 場 グランメッセ熊本（屋外芝生スペース）

（５）主 催 スポーツ＆レジャーフェスティバル運営委員会
（公益社団法人スポーツ健康産業団体連合会・熊本朝日放送㈱）

（６）後 援 文部科学省、経済産業省

（７）事業内容 （ニュースポーツ体験）

①おもしろ自転車体験コーナー

ペダルをこぐと横に移動する自転車や四輪自転車、ペダルのない自転
車など、公道では体験できないおもしろい自転車の試乗体験コーナー
です。

②サッカーナイン

3球サッカーボールを蹴って、ターゲットの1から9までのゴールに向
かってボールを蹴り、いくつゴールできるかを競うスポーツです。

③スルーパス

サッカーボールを蹴り、5つのゲートをうまく通過させる競技です

④ナインフープス

バスケットボールでフリースローを5回行い、9個並んだゴールに何個
シュートできるかを競うスポーツです。



役 職 氏 名 所属・職名

委員長 松林 洋史 熊本朝日放送㈱ 取締役営業局長

副委員長 斎藤 敏一 （公社）スポーツ健康産業団体連合会 代表理事・会長

委員 井崎 宗利 熊本朝日放送㈱ 東京支社長

委員 松島 健司 熊本朝日放送㈱営業局長職 開発事業統括

委員 澤田 伸一朗 熊本朝日放送㈱ 開発事業部長

委員 山森 英雄 熊本朝日放送㈱ 東京支社次長兼営業部長

委員 松山 裕尚 熊本朝日放送㈱ 開発事業部

委員 山﨑 昌平 ㈱朝日広告社 営業第一局長

委員 八幡 陽一郎 ㈱朝日広告社営業第一局営業第一部

委員 板垣 勝男 （公社）スポーツ健康産業団体連合会 専務理事

委員 佐々木 剛 （公社）スポーツ健康産業団体連合会 理事

（９）所 在
運営委員会：熊本朝日放送株式会社内

〒860-8516 熊本県熊本市二本木1-5-12

（８）運営組織
2015スポーツ＆レジャーフェスティバル運営委員会 名簿



種 目 場 所 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

開会式 グランメッセ

おもしろ自転車 グランメッセ

サッカーナイン グランメッセ

スルーパス グランメッセ

ナインフープス グランメッセ

種 目 場 所 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

おもしろ自転車 グランメッセ

サッカーナイン グランメッセ

スルーパス グランメッセ

ナインフープス グランメッセ

開 会 式 責任者 松山裕尚（熊本朝日放送（株））

実施日 10月17日（土） スタッフ 熊本朝日放送（株）

実施時間 11：00～11：15 運営 熊本朝日放送（株）

会場 グランメッセ屋外 協力 (有)ファースト

２．全体スケジュール

１０月１7日（土）

１０月１8日（日）

（１）会場 グランメッセ屋外（芝生広場）

（２）形式 登壇者：ステージ脇立ち 一般参列者：ステージ前

（３）ＭＣ 土屋 孝博

（４）アテンド 熊本朝日放送㈱

（５）式次第

①開会の言葉 ＭＣ
②主催者挨拶-1 2015スポーツ＆レジャーフェスティバル運営委員長

松林 洋史
③主催者挨拶-2 （公社）スポーツ健康産業団体連合会 専務理事

板垣 勝男
④閉会の言葉 ＭＣ

３．開会式



9：45 スタッフミーティング・ＰＡテスト・ＭＣ打合せ

10：00 影ナレ案内 一般参加者誘導

10：50 影ナレ案内 主催者入場

10：55 ＭＣ開会式開始インフォメーション

11：00 開会の言葉・ＭＣ

11：05 主催者挨拶-1（運営委員長 松林洋史）

11：10 主催者挨拶-2（（公社）スポーツ健康産業団体連合会
専務理事 板垣勝男）

11：12 紹介

11：15 閉会の言葉・ＭＣ

（６）進行

（７）備品 ●主賓胸章（主催者白バラ）
●ＰＡセット



４.ニュースポーツ体験コーナー
ニュースポーツ 責任者 松山裕尚（熊本朝日放送(株)）

実施日 10月17日（土）
18日（日） スタッフ 熊本朝日放送(株)

実施時間 10：00～17：00 運営 熊本朝日放送(株)

会場 グランメッセ屋外芝生広場 協力 (有)ファースト

（１）おもしろ自転車
●形式：おもしろ自転車の指導と体験
●参加：当日受付
●運営：熊本朝日放送
●備品：各種自転車
●補助員4名

（２）サッカーナイン
●形式：サッカーナインの指導と体験
●参加：当日受付
●運営：熊本朝日放送
●備品：ゴール幕、テント骨組、ボール
●補助員4名

（３）スルーパス
●形式：スルーパスの指導と体験
●参加：当日受付
●運営：熊本朝日放送
●備品：ゲート、ボール
●補助員4名

（４）ナインフープス
●形式：ナインフープスの指導と体験
●参加：当日受付
●運営：熊本朝日放送
●備品：ゴールネット、ボール
●補助員4名

※雨天対策
●荒天中止、少雨決行



５．会場運営
全体進行・ＭＣ・ＰＡ
①全体進行管理
2015スポーツ＆レジャーフェスティバル運営委員会
松山裕尚（熊本朝日放送㈱）

②ＭＣ
未定

③ＰＡ系統
開会式会場：熊本朝日放送㈱

６．荒天対策
（１）雨天
基本的に決行

（２）荒天
前日：台風や大雨の場合、2015スポーツ＆レジャーフェスティバル運営委員

会内で検討協議。中止の場合は、一般向けには熊本朝日放送㈱ホーム
ページ、携帯サイト、電話案内、問合せにて周知、関係者向けには電
話で周知。

当日：06：00の状況により、運営本部で検討協議。中止の場合は、17日当日
サタブラ番組内で告知、熊本朝日放送㈱ホームページ、携帯サイト、
電話案内、問合せにて周知、関係者向けには電話にて周知。

７．救急対策
看護師の常駐
2015スポーツ＆レジャーフェスティバル運営本部に常駐している看護師
休日当番医療機関の確認

８.会場整理・警備
会場整理員の配置 10人/1日×2日



９．制作物・備品リスト

種目 品名 数量 仕様 手配

告知物 チラシ 7,000部 Ａ4・ 4Ｃ×2Ｃ 運営委員会

ポスター 500部 Ｂ2・ 4Ｃ 運営委員会

テレビＣＭ 20本 15秒 運営委員会

入場アーチ 一式 運営委員会

会場看板 12ヶ所 運営委員会

案内表示 6ヶ所 運営委員会

開会式 ステージ 1 運営委員会

マイク 2本 運営委員会

胸章 適量 運営委員会

開会式台本 一式 運営委員会

ＰＡセット 一式 運営委員会

ニュースポーツ 種目用具 一式 運営委員会

テント 11張 運営委員会

テーブル 40台 運営委員会

イス 160脚 運営委員会

種目表示 16ヶ所 運営委員会

救急 看護師 1名 運営委員会

救急箱 一式 運営委員会

当番病院リスト 一式 運営委員会

その他

文房具 一式 運営委員会

担当者連絡網 一式 運営委員会

駐車場看板 4ヶ所 運営委員会





１１．広報・広告計画

メディア 日時 内容

チラシ 10/3～開催日 7,000枚 開催案内会場案内 配布市内各所、
関係団体

ポスター 10/3～開催日 500枚 開催案内会場案内 配布市内各所、
関係団体

ＴＶスポット 10/3～10/17 15“スポット約20本、開催告知



●ＴＶスポット15秒素材

＜カット-1＞

＜カット-2＞

＜カット-3＞



●看板類


