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−おおたのボランティアに参加しよう−

東京2020大会期間中に区内で活動する
「おおたウエルカムボランティア」。国内
外から来訪する観戦者をおもてなしし、事前キャンプで大田区にやってくるブラジ
ル選手団の練習をサポートします。大会期間中の活動を見据え、今夏から実践的

ユニフォームが
ボランティア
決定しました！

大会まであと１年！忘れられない大会にしよう！

約500点の応募作品の中から、
すず き ひ な
区内在住で小学2年生の鈴木日菜
さんのデザインに決定！

なボランティア活動を行います。
「おおたウエルカムボランティア」
として一緒に大
会を盛り上げ、忘れられない思い出をつくりませんか？

◀背面：区を象徴する４つのピクト
グラムで区の魅力を発信！

大田区長 松原 忠義

おおた

最高の笑顔で
おもてなしします

東京2020大会開幕まであと１年。大田区

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会まであと1年。東京での開催は、多くの人にとって一生に一度しか味わえない
貴重な機会です。大会を120％楽しむためには準備が大切。今知っておきたい“大田区ならではの楽しみ方”をご紹介します！

う！
応援しよ

大田区ゆかりのアスリートが大会出場に向け活躍中！

ではブラジル選手団の事前キャンプをはじめ、
大会を身近に感じる機会が生まれています。
大会期間中には、まちも多くの来訪者でにぎ
わうことでしょう。ぜひ多くの皆さんにボラン
ティアとして関わっていただき、人と人とのつ
ながりの大切さや、支え合う喜びを感じてい

◀前面：
「May I help you ？」
来訪者が話しかけやすいデザインに

ただけたらと思います。
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８月９日〜９月27日
［募集期間］

スポーツ分野

以上
対 区内在住・在勤・在学の18歳

の活動

の活動

クリスティーナ・アケミさん
昨年のブラジルハンドボールチー
ム合宿に参加しました。選手を支え
るという目標に向けてボランティア
同士で話し合うことで乗り越えるこ
とができました。ポルトガル語は“ボ
ンジーア”“トゥドゥベイン”など簡単
な挨拶ができればＯＫですよ！

英語かポルトガル語の通訳
★選手やブラジルオリンピック委員会
関係者の通訳
★海外からの来訪者の対応

※ボンジーア：おはよう

観光分野

での活動

来訪者への交通案内と
区の魅力をＰＲ
★区内主要駅やイベントで活動

どんなことをするの？

▲詳細はコチラ

きたむら り か

★選手団の出迎え
★ボール拾い、飲料水の補給
★写真撮影のサポート など

国際交流分野

おおたウエルカムボランティアって

北村梨夏さん
主役は選手たち。私たちが楽しく活動
している姿は選手にも良い影響があるは
ず。大学のボランティアサークルでの経
験をぜひ活かしたいです。

ブラジル選手団の
事前キャンプをサポート

▲鈴木日菜さん
（下段中央）
とボランティアの皆さん

ボランティアさんに意気込みも伺いました！

大田区はブラジルのホストタウン！

ブラジル選手団の活躍を
一緒に支えましょう

19歳の若き天才スケーター

800ｍ日本歴代2位の記録保持者

古山稀絵 選手（自転車競技）

池田大亮 選手（スケートボード）

北村 夢 選手（陸上800ｍ）

4人1組でタイムを競うチームパシュート、2人1組
で得点を競うマディソンでオリンピックを目指してい
ます。私の強みは、気持ちの強さ。チームのために走
り、つなぐ気持ちは誰にも負けません！大田区出身
のオリンピアンとなり、活躍できるよう頑張ります！

階段や手すりなど、街中を模したコースで行うスト
リートという種目での出場を目指しています。空中
でボードを回す技や階段などでのジャンプに注目し
てほしいです。これからも世界の舞台で成績を残せ
るよう頑張ります。応援よろしくお願いします！

1997年生まれ。日本体育大学在学。2017
年ワー ルドカップで日本 女 子チームパ
シュート史上初のメダル獲得に貢献。
2018アジア大会では日本記録・アジア
記録を更新しての金メダル獲得。大田区
は
「自分の原点に戻れる大切な場所」。

2000年生まれ。ムラサキスポーツ所
属。3歳からスケートボードを始め
る。海外の大会でも活躍し、2月に行
われた日本オープン・ストリートで
も優勝。出雲小、出雲中出身。小さい
頃は萩中公園で練習していた。

ふる やま き

昨年の男子ハンドボール合宿では、日本代表と
の親善試合のほか、選手が学校を訪問し子ども
たちと交流を図り、ボランティアも活躍しました。

トゥドゥベイン：元気？調子はどう？

そう まさ お

宗 正雄さん
ボランティア活動は人と人との関わり
から多くのことが学べます。みんなでよ
く話して関係を築き、自分たちも楽しみ
ながら区の魅力をPRしていきたいです。

今後の合宿予定など

高 校生 のボランティアも募集します！

花火の祭典
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対 区内在住・在学で、
令和2
（2020）
年４月１日現在15〜17歳の方

●募集期間 ８月９日〜令和2
（2020）
年４月28日
●活動時期 令和2
（2020）
年7〜9月の土・日曜・祝日・
夏休みの平日
●活動時間 1日2時間、
1〜2日程度から

（世界ランキング1位、
9月 男子バレーボール合宿
リオ2016大会金メダル獲得）

え

。

2018
選手権
！
アジア
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表がとも
代
本
男女日

写

日 8月15日㈭午後6時から

詳細は4面へ

大田区プレミアム付商品券
事業について 詳細は5面へ

今月の
インフォメーション 5面へ

写真：松尾/アフロスポーツ

きた むら

ゆめ

東京2020大会で日の丸をつけて走りたいと強く
思っています。800ｍは位置取り・駆け引きが注目
の競技ですが、私の強みはラストスパートの粘り強
さ。800ｍの魅力をたくさんの人にアピールできる
ように頑張ります！
1995年生まれ。エディオン所属。日本陸
上 競 技 選 手 権（2017,2018）で優 勝。
800ｍの 自 己 ベ ストは2分00秒92。道
塚 小、矢 口 中 出 身。小さい 頃 の 思 い 出
は、父とよく遊んだ萩中公園と飛行機を
見に行った羽田空港。

写真：松尾/アフロスポーツ

“大井ホッケー競技場”に世界のトップアスリートがやってくる！

（男子バレーボール・ハンドボー
2020年 事前キャンプ
ル・ビーチバレーボール・アーチェリー）
AP
真：A

いけ だ だい すけ

区内にオリンピック会場が！

11月 女子ハンドボール合宿

▲詳細はコチラ

写真：森田直樹/アフロスポーツ

アジアで金メダル！自転車競技界の新星

写真：松尾/アフロスポーツ

高校生もボランティアに参
加できます！研修不要の登録
制です。ウエルカムボランティ
アの皆さんと一緒に行動する
ので安心して活動できます。

写真：アフロスポーツ

写真：Newspix.pl/アフロ

/アフロ
Image

大井ふ頭中央海浜公園に、メインとサブを合わせて15,000名を収容できる競技場が誕
生します。東京2020大会では、この競技場で世界最高峰のホッケーを見ることができます。
最速200㎞/時に達するシュートや、華麗なスティックさばきに注目です。
男子日本代表の「サムライジャパン」
と女子日本代表の「さくらジャパン」
は、すでにオリ
ンピック出場が決定しています！会場で選手たちを応援しよう！

おおたウエルカムボランティアを募集！8面へ

イメー
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