2019 年 6 月 26 日
株式会社乃村工藝社
東京 2020 スポンサー企業 17 社が参加した合同運動会
「PARTNER SPORT DAY 2019」を開催
乃村工藝社は、公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会の協力を得て、「PARTNER
SPORT DAY 2019」を、6 月 22 日（土）に埼玉県のさいたまスーパーアリーナ コミュニティアリーナで開催しました。

このイベントは、参加者自らがスポーツの価値を感じつつ、東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会のムーブメン
トを推進することを目的としたもので、昨年に続き３回目の開催となりました。今年は規模を拡大し、東京 2020 スポン
サー企業１７社ならびに公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会が参加しました。
当日は、それぞれの企業から有志の社員および応援に来られたご家族など、あわせて総勢約 2000 人が集まりまし
た。ゲストとしてお迎えした公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会アスリート委員会の高橋
尚子委員長や河合純一副委員長と田口亜希委員、および各企業に所属するアスリート達と一緒に、「綱引き」や「リレ
ー」、オリンピックとパラリンピックの競技の要素を取り入れたオリジナルプログラムに参加し、汗を流し笑顔や感動を共有し
ました。また、最後は参加者全員で「東京五輪音頭-2020-」を踊りました。
参加者からは「親子で東京五輪音頭-2020-を踊ることができ楽しかった」「パートナー企業間で一体感が生まれる良
いイベントだった」といった声が聞かれ、本イベントが、社員のスポーツ実施への関心度を高める機会にもなりました。

Anima Sana In Corpore Sano, meaning “A Sound Mind in a Sound Body,” is an old Latin phrase from which ASICS is
derived and the fundamental platform on which the brand still stands. The company was founded more than 60 years
乃村工藝社チーム
ago by Kihachiro Onitsuka and is now a leading designer and manufacturer of running
shoes, as well as, other athletic
footwear, apparel and accessories. For more information, visit www.asics.com.
The stripe design featured on the sides of the ASICS®shoes is a registered trademark of ASICS Co rporation.
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〇企画概要
開催名称

PARTNER SPORT DAY 2019

日時

2019 年６月 22 日（土）

主催(共同)

株式会社アシックス / JXTG エネルギー株式会社 / 日本電気株式会社 / 日本電信電話株式会社

会場：さいたまスーパーアリーナ コミュニティアリーナ

/ 野村ホールディングス株式会社 / 三井不動産株式会社 / 株式会社明治 / キッコーマン株式会社
/ KNT-CT ホールディングス株式会社 / 株式会社 JTB / 大日本印刷株式会社 / 東武トップツアー
ズ株式会社 / 日本郵政株式会社 / 久光製薬株式会社 / 三菱電機株式会社 /
清水建設株式会社 / 株式会社乃村工藝社
協力

公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会

実施競技

綱引き、大玉転がし、車イスリレー、マスコット運びレース、リレー、スポーツ玉入れ、大縄跳び、引っ越し
リレー、東京五輪音頭-2020-

ゲスト

高橋尚子さん（公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会アスリート委員会
委員長）、河合純一さん（公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会アスリ
ート委員会副委員長）、田口亜希さん（公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組
織委員会アスリート委員会）

企画目的

(1) スポーツ（運動会）を通して感動や笑顔を共有。スポーツのすばらしさを感じ、結束力を高める。
(2) 企業（スポンサー）へスポーツ活動の機会を創出し、社員のスポーツ実施率を高める。

河合純一さん

高橋尚子さん

Anima Sana In Corpore Sano, meaning “A Sound Mind in a Sound Body,” is an old Latin phrase from which ASICS is
derived and the fundamental platform on which the brand still stands. The company was founded more than 60 years
ago by Kihachiro Onitsuka and is now a leading designer and manufacturer of running shoes, as well as, other athletic
footwear, apparel and accessories. For more information, visit www.asics.com.
The stripe design featured on the sides of the ASICS®shoes is a registered trademark of ASICS Corporation.

マスコット運びレースの様子
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本イベントは「東京 2020 参画プログラム」の公認プログラムとして、公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技
大会組織委員会から認証を得ています。
＜東京 2020 公認プログラムとは＞東京 2020 大会の大会ビジョンのもと、スポーツや文化芸術、地域での世代を越
えた活動、被災地への支援など、参加者自らが体験・行動し、未来につなぐプログラムです。詳細はこちらをご覧くださ
い。https://tokyo2020.jp/jp/getinvolved/certification/about/

乃村工藝社は、東京 2020 オリンピック・パラリンピックのオフィシャルサポーター
（内部空間・展示空間のデザイン、設計、施工）です。

≪お問い合わせ先≫ 株式会社乃村工藝社 東京 2020 オリンピック・パラリンピック推進室
TEL.080-9546-2020／Mail:tokyo2020@nomura-g.jp
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ago by Kihachiro Onitsuka and is now a leading designer and manufacturer of running shoes, as well as, other athletic
footwear, apparel and accessories. For more information, visit www.asics.com.
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