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元巨人の定岡正二氏をゲストに迎え、フラダンス、子ども達に
よるチアリーディングで花を添え、100日前カウントダウンイ
ベントを行った。

開催 100 日前カウントダウンイベント
2013 年 4月13日

市内の野球団体にオールスターゲームの開
催協力を依頼し、満場一致で全面的な協
力体制を築く。

いわきベースボールコミュニケーション定期総会
2013 年 2月11日

オールスターゲームの開催を機に、市内の子ども達（避難
で市内に居住する子ども達含む）を対象にしたティーボー
ル教室を開催。震災以降、減少傾向にあるスポーツに親し
む機会を創出し、健全育成に寄与。

市民スポーツ教室（ティーボール）の開催
2013 年 2月16日から（計５回開催）

オールスターゲームの開催運営を担う日本
野球機構等の主催側と実行委員会におい
て、開催準備等について話し合いを持つ。

主催者との開催運営会議（第1回）
2013 年 3月5日

被災地支援の一環で来市したＡＫＢ４８のメンバーによる応援キャラクター「フラ・た
まみ」、「フラ・たまお」のＰＲ。来場した約 2,000人にオールスターゲームの開催ＰＲや
開催機運の高揚をＡＫＢ４８のメンバーとともに行った。

AKB48 による慰問コンサート
2013 年 3月11日

千葉ロッテ球団の全面協力により、ＱＶＣマリンフィールドで行われたオープ
ン戦「千葉ロッテＶＳ巨人」の試合でいわき市のＰＲを行うとともに、これま
での復興支援への感謝を伝えた。

いわき市復興支援感謝マッチデー
2013 年 3月17日

野球・ソフトボールが未経験の子ども達を対象に、野球・ソフトボー
ルの楽しさを知ってもらうきっかけ作りにティーボール教室を開催。

いわき市さわやかティーボール教室
2013 年 4月13日

元巨人・横浜の駒田徳広氏を講師に迎え、市内の小
学校体育の授業支援、中学校の部活動支援を実施。
小学校ではティーボールを中心に体を動かすことの楽
しさ、必要性を伝えた。

プロ野球 OB 選手による市内小学校への出前授業
2013 年 4月23日から（計６回開催）

約 80 名が出席し、事務局より実行委員会設立か
らの活動、開催までの活動予定などを報告。そ
の後、ふくしま復興祭の概要等について協議を
行った。復興支援への感謝を表す形として「感謝
フラッグ」の掲出も全会一致で決定した。

第 2 回実行委員会
2013 年 4月26日

復興支援の一助として開催されるオールスターゲーム
が地域にどのような影響を与えるかを様々な角度から
研究し、開催当日までの地域での取り組みや開催後の
活用方法についてゼミを中心に行った。

東日本国際大学での「オールスターゲーム」を
テーマにしたゼミ開始

2013 年 4月25日から

オールスターゲームの開催機運を盛り上げ、また市内のみなら
ず首都圏を含めた多くの皆様にオールスターゲームのいわき
市開催を知っていただくため、「いわき駅⇔東京駅」間を運行
する高速バスに公式ロゴなどのラッピングを施した他、事務
局が活動する車両にもラッピングを施した。運行開始式では、
市内の保育園園児などが小旗を振り、第１便を見送った。

ラッピングバス、
ラッピングカー運行開始式

2013 年 4月5日

マツダオールスターゲーム 2013　開催への歩み
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東京ドームでの「巨人ＶＳ阪神」戦にあわせ、いわき市のＰＲ
やこれまでの復興支援に対する感謝のおもてなしを行った。
フラガールが入場者にオレンジ色のレイやいわき産の農産
物をプレゼントした他、子ども達が始球式などを体験した。

がんばっぺ！いわきナイター「巨人VS 阪神」
2013 年 5月8日

オールスターゲームの開催記念として2013ＷＢＣ
日本代表監督の山本浩二氏を迎えて、「野球・
我が人生」をテーマに講演会を実施した。

2013WBC 日本代表監督　山本浩二氏講演会
2013 年 5月30日

復興支援への感謝を伝えるため、縦 9.6m、
横 35.0mのフラッグに県内の子ども達 2,013
名にメッセージを書いてもらい、オールス
ターゲーム当日にライトスタンドに掲出する
「感謝フラッグ」の製作が始まった。

感謝フラッグ製作（平第 5 小学校）
2013 年 6月6日

福島県庁で主催者及び佐藤福島県知事によるオールス
ターゲーム開催記者会見を実施。復興支援の招待事業
の発表なども行った。

県庁でのオールスターゲーム開催記者会見
2013 年 5月29日

いわき市内の観光施設やスーパー
マーケット、主要ＪＲ駅でファン投
票の受付を開始。いわき市への慰
問活動を震災以降継続している今
江選手などへの応援が相次いだ。

ファン投票受付開始
2013 年 5月28日

イースタンリーグ公式戦「巨人ＶＳ千
葉ロッテ」の開催に先立ち、市内の
小学校への慰問活動が行なわれ、巨
人の選手がスクールランチや体育の
授業に参加した。

読売ジャイアンツ被災地支援活動
2013 年 6月14日

蒼井優直筆サインボール贈呈式
2013 年 7月13日

元巨人・横浜の駒田徳広氏を講師に迎え約３ヶ月に渡
り開催した、市内の小学校体育の授業支援、中学校の
部活動支援がこの日で終了となった。
出前授業で、野球の楽しさを体感し、スポーツ少年団に
新たに加入する子ども達も出てきた。

プロ野球 OB 選手による市内小学校への出前授業
2013 年 6月26日

郡山市のビッグパレットでＮＰＢパートナーズシートの招待
者抽選会を実施。外野スタンド収容人数上、約 4,000人の
招待者を選ばなければならず抽選となった。

NPB パートナーズシート抽選会
2013 年 6月20日

ふくしま復興祭のメインイベントである「食のオールスターゲーム」のいわき市代表が
予選会を経て、「カジキバーガー」となった。

「食のオールスターゲームいわき市代表」記者会見
2013 年 5月10日

震災直後、いわきグリーンスタジアムに
宿営し、災害派遣活動に従事した自衛
隊員が来市し、地元中学生と野球で交
流を深めた。

陸上自衛隊第8普通科連隊 VS 豊間中学校野球部との野球交流会
2013 年 6月29日

映画フラガールの主演を務めた
女優蒼井優さん直筆のサインボー
ルの贈呈式をスパリゾートハワイ
アンズのステージで実施した。
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オールスターゲームの開催機運を高め、来市
者へのおもてなしとして、玄関口となるＪＲい
わき駅前や常磐道の各インターチェンジなど
に看板やのぼりを掲出。

JR 東日本によるオールスターゲーム記念入場券の販売
2013 年 7月15日

実行委員会の委員の他、各界からのゲストを迎え、メインステージ
上でオープニングセレモニーを実施。

オープニングセレモニー
オープニングに花を添えたスパリゾートハワイアンズフラガールによ
るステージ。

フラガール出演

オールスターゲームの開催を記念してＪＲ東日本が記念切符を販売。
多くのファンが求めたため、販売開始直後に完売となった。

JR 東日本による臨時列車
「復興いわきベースボール号」の運行

2013 年 7月22日

オールスターゲームには都内や茨城県から
も多くの来場者があることから、ＪＲ東日本
で臨時列車の運行を実施。

開催機運を高めるための各種 PR 事業

福島県内のみならず全国各地の自治体を代表する郷土料理のナンバーワンを
コンテスト形式で競う「食のオールスターゲーム」を開催。48 の自治体が参加
し、地元「カジキバーガー」がグランプリを獲得した。

食のオールスターゲーム

ふくしま復興祭では、「食のオールスターゲーム」をメイ
ンイベントとして実施したが、その他にも子ども達が楽
しめるコーナーを数多く開催した。
豆汽車の運行、スポーツ体験、ふわふわ遊具などの他、
震災直後、災害派遣活動で活躍した自衛隊、警察、消
防、水道などの車両やスタッフとのふれあいも持たれた。

こどもふれあいコーナー

21世紀の森公園への各入口にはオールスターゲームやふくしま復興祭への誘導看板を設置。ウエルカムゲート

2013年

7/21
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