＜報道関係各位＞

2017 年 10 月 11 日
大阪経済大学

「Ｄａｉｋｅｉｄａｉ

Ｍｏｖｅ

Ｆｏｒ ２０２０
東京 2020 応援 文化オリンピアード」開催

関西からオリンピック・ムーブメントを盛り上げるシンポジウムと
小学生を対象としたスポーツ体験や、音楽・アートのワークショップを開催

【日時】2017 年 11 月 18 日（土）/【会場】大阪経済大学Ｄ館
※参加者大募集

11 月 10 日（金）締切

/

参加費無料

大阪経済大学（学長：德永光俊／所在：大阪市東淀川区大隅 2-2-8）は、関西からオリンピック・ムーブ
メントを盛り上げる「Ｄａｉｋｅｉｄａｉ

Ｍｏｖｅ

Ｆｏｒ ２０２０

東京２０２０応援

文化オリン

ピアード」（共催:大阪市）を、2017 年 11 月 18 日（土）大阪経済大学Ｄ館にて開催します。
このイベントの参加者を 11 月 10 日（金）まで大募集します。
「文化オリンピアード」は、オリンピック・パラリンピック競技大会に向けて開催国全体で開かれる文化
の祭典です。2012 年のロンドンオリンピック・パラリンピックではイギリス全土で大きな盛り上がりが生ま
れました。オリンピック憲章にはオリンピック・ムーブメントとはスポーツと文化の両面から人間の素晴ら
しさを讃え合うことだと書かれてあります。文化オリンピアードには誰でも参加できます。ひとりひとりの
心に芽生えたオリンピック・ムーブメントが 2020 年に向けて日本全体へと、世界中へと広がっていきます。
東京 2020 応援プログラム大学連携協定大学である大阪経済大学では、関西からオリンピック・ムーブメ
ントをさらに盛り上げていくために、「Ｄａｉｋｅｉｄａｉ
応援

Ｍｏｖｅ

Ｆｏｒ ２０２０

東京２０２０

文化オリンピアード」を企画いたしました。

■第 1 部「文化オリンピアード・シンポジウム」（10：30～12：30）
「オリンピック・パラリンピック等経済界協議会の活動」と題した基調講演、またパネルディスカッショ
ン「関西から盛り上げるでぇ、オリンピック・ムーブメント」では、関西の有識者を招き、議論していきま
す。2016＆2020 東京オリンピック・パラリンピック招致活動を経験した本学人間科学部・相原正道准教授が
進行役を担当します。

■第 2 部「文化オリンピアード・ワークショップ」（13：30～16:30）
小学生を対象に本学教員と学生達が企画・運営を行う「文化オリンピ
アード・ワークショップ」を行います。「ボッチャでパラリンピック体
験」「フリースタイルフットボール教室」などスポーツに親しむワーク
ショップの他、スマートフォンのアプリを使って演奏体験をする「スマ
ホで音楽しよう」、動画映像の仕組みを体験的に学べるアニメーション
装置「おどろきばん」の制作に挑戦する「ぐるぐるアニメーション」、
目隠しをして絵本の読み聞かせをすることで、感性と想像力を高める「ヤ
ミ・ヨミ・キカセ」などを行います。

手作りアニメに挑戦
「ぐるぐるアニメーション」

また高齢者を対象としたセミナーやノルディック・ウォーク体験も同時開催します。
＜本件に関するお問い合わせ先＞
大阪経済大学
大阪経済大学

総務部広報課

田中

℡：06‐6328‐2431

miyakot@osaka-ue.ac.jp

広報デスク（ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ･ﾎﾞｰﾄ内）福嶋、澤田、井上 ℡：06‐4391‐7156
http://www.osaka-ue.ac.jp
＜一般の皆様からのお問い合わせ＞

大阪経済大学 エクステンションセンター ℡：06-6328-2431
※お手数ではございますが、会場準備の都合上、当日のご取材いただける方は、
前日までに、お電話もしくはＦＡＸ返信用紙にてご連絡をお願いします。
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開催概要
■名

称：「Ｄａｉｋｅｉｄａｉ Ｍｏｖｅ Ｆｏｒ ２０２０ 東京２０２０応援 文化オリンピアード」

■日

時：2017 年 11 月 18 日（土）10:00～17:00

■場

所：大阪経済大学Ｄ館
（住所：大阪市東淀川区大隅 2－2－8）
※地下鉄今里筋線・瑞光四丁目駅より徒歩 2 分、阪急京都線・上新庄駅より徒歩１５分

■主

催：大阪経済大学

■共

催：大阪市

■後

援：大阪市教育委員会、オリンピック・パラリンピック等経済界協議会

■協

力：大阪経済大学人間科学部地域ふれあい運営委員会

■実

施：大阪経済大学イベント実行委員会学生事務局

■内

容：
第 2 部プログラム

第１部プログラム
10:00
10:30

13:00
13:30
～
16:30

開場
開会挨拶 ・德永光俊（大阪経済大学学長）
・芳田隆（大阪市経済戦略局理事）

担当：松前公高（ミュージシャン、本学客員教授）＋本学学生

基調講演

会場：D 館 3 階 D32 教室（お使いのスマホをご持参ください、親子参加可能）

「オリンピック・パラリンピック等
10:40

開場
開演
●小学生対象ワークショップ
「スマホで音楽しよう」（～14：30）

「ボッチャでパラリンピック体験」

経済界協議会の活動」

担当：田島良輝（本学人間科学部准教授）＋本学学生
協力：オリンピック・パラリンピック等経済界協議会

・櫻井理史 （パナソニック株式会社 東京オリン

会場：D 館 1 階ホワイエ（軽い運動のできる服装での参加をお願いします）

ピック・パラリンピック推進本部 戦略企画部長)

「フリースタイルフットボール教室」
担当：明石光史（本学人間科学部准教授）＋本学学生
協力：株式会社アシックス

パネルディスカッション

会場：D 館 1 階ホワイエ（軽い運動のできる服装での参加をお願いします）

「関西から盛り上げるでぇ、

「ぐるぐるアニメーション」（～15：30）
担当：北市記子（本学人間科学部准教授）＋本学学生
会場：D 館 2 階 D22 教室（親子でのご参加が可能です）

オリンピック・ムーブメント」
11:20

・松浦 功（大阪市経済戦略局文化部長）

「ヤミ・ヨミ・キカセ」（～14：30）

・塚田 義（神戸スポーツ映画祭！実行委員長）

担当：弦間一雄（本学人間科学部教授）＋本学学生
会場：D 館 2 階 D33 教室（親子でのご参加が可能です）

・松前公高（ミュージシャン、本学客員教授）
・弦間一雄（本学人間科学部教授）

●高齢者対象セミナー（どなたでも参加可能）

・相原正道（本学人間科学部准教授）

「死との向き合い方～生きるように死ぬって本当ですか～」

（～15：00）
12:25

講師：高沢洋子（淀川キリスト教病院看護師）
会場：D 館 1 階 D12 教室

閉会挨拶
・福井孝明（大阪経済大学人間科学部長）

「ノルディック・ウォークを体験しよう！」
講師：高井逸史（本学人間科学部教授）
①13：30～14：10 ②14：20～15：00 ③15：10～15：50

12:30

閉会

会場：D 館 1 階ホワイエ（軽い運動のできる服装での参加をお願いします）
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■応募期間：2017 年 10 月 10 日（火）～11 月 10 日（金）
■参加費：無料
■定

員:文化オリンピアード・シンポジウム 400 名（先着順）
文化オリンピアード・ワークショップ

各プログラム（先着順）

●小学生対象ワークショップ

・「スマホで音楽しよう」30 名
・「ボッチャでパラリンピック体験」50 名
・「フリースタイルフットボール教室」50 名
・「ぐるぐるアニメーション」12 名
・「ヤミ・ヨミ・キカセ」30 名
●高齢者対象セミナー

・「死との向き合い方～生きるように死ぬって本当ですか～」150 名
・「ノルディック・ウォークを体験しよう！」各 20 名・合計 60 名
※申込者数が定員に達した場合は締切前に関わらず申込を締切ります。
■申込方法：大阪経済大学ＨＰのＷＥＢ申込フォームにて受け付けております。
以下の必要事項をご記入のうえ、大阪経済大学ＨＰよりお申込みください。
※個人情報は、本学講座運営の運営のみに使用します。
【必要事項】
郵便番号・住所・氏名（フリガナ）・電話番号・メールアドレス･性別・生年月
日 【申込先】http://www.osaka-ue.ac.jp/life/movefor2020/

「Ｄａｉｋｅｉｄａｉ Ｍｏｖｅ Ｆｏｒ ２０２０」チラシ画像
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【ＦＡＸ返信先：０６－４３９３－８２１６】
≪ＦＡＸ返信用紙≫
大阪経済大学 広報デスク
(プランニング・ボート内)

福嶋・澤田・井上

宛

「Ｄａｉｋｅｉｄａｉ Ｍｏｖｅ Ｆｏｒ ２０２０
東京 2020 応援 文化オリンピアード」
2017 年 11 月 18 日（土）/大阪経済大学Ｄ館
〈第 1 部〉文化オリンピアード・シンポジウム

10：30～12：30

〈第 2 部〉文化オリンピアード・ワークショップ

13：30～16：30

□ご取材
□第 1 部

文化オリンピアード・シンポジウム

□第 2 部

文化オリンピアード・ワークショップ

媒体名
御社名

部署名
ご芳名
連絡先

≪備考欄≫

他

ＴＥＬ

ＦＡＸ

ご取材につきご要望・ご質問等ございましたら、ご記入願います。

※お手数ではございますが、会場準備の都合上、当日のご取材いただける方は
前日までに、お電話もしくはＦＡＸ返信用紙にてご連絡をお願いします。
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名様

