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募金趣意書
特定非営利活動法人日本オリンピック・アカデミー
「JOA ハウス」実行委員会委員長
舛本 直文（JOA 副会長）
ご挨拶
2021 年には、延期となった東京 2020 大会が開催されます。この東京 2020 大会の開催は、JOA にとってもオリンピ
ック・ムーブメントを展開するための絶好の機会です。JOA はここ何年間か「オリンピズムの普及と浸透」という中長
期目標を掲げてきました。この好機に、国内のオリンピック・パラリンピック愛好家だけでなく、東アジアを始め世界
中のオリンピック・パラリンピック関係者に対しても、JOA の活動をご理解頂くとともに、共同してオリンピズムのご
理解と普及・浸透を図りたいと考えています。そのために、東京オリンピック大会の会期中に「JOA ハウス」を設置し、
国内外からの来館者に対して、JOA の活動を広く周知するとともに、共に活動する機会を設けることにしました。是非
とも JOA 会員皆様のご来館をお待ちしておりますが、その運営に際しても、格別のご高配賜りますよう、お願い申し
上げます。
「JOA ハウス」企画趣旨
JOA の中長期目標である「オリンピズムの普及と浸透」に向けたオリンピック・ムーブメントの一環として、武蔵野
大学の支援と協力を得て、
「東京 2020 オリンピック大会」の期間中に、本ハウスを武蔵野大学有明キャンパス内に開設
する。そのことによって、JOA 各委員会の活動の展示、世界各国の NOA メンバーおよび IOA メンバーとの交流、外
国のオリンピック研究者（院生も含む）等との情報交換、武蔵野大学の学生や教職員および一般市民や外国の観戦者と
の交流機会を提供することが可能となる。さらに、酷暑下で開催される東京大会においては、本ハウスの設置によって、
暑さよけのシェルターハウスおよびホスピタリティ・ハウスの役割も兼ねながら、
「オリンピズムの普及と浸透」のため
の学習機会を提供することができる。このような国内外の参加者に向け、記憶に残るような交流サービスによって、大
会参加者達の心にも、支援する関係者達にも、ボランティマインドやもてなし等の「心のレガシー」というものが遺る
ことが期待される。また、このようなレガシーは「世界の幸せをカタチにする」という武蔵野大学のコンセプトに合致
するものでもある。
なお、このようなハウスの設置が実現すれば、これは世界初のオリンピック大会時の各国オリンピック・アカデミー
（NOA）ハウスの設置となる。
「JOA ハウス」設置・運営計画
◎期 間：2021 年 7 月 23 日～8 月 8 日（オリンピック大会開催期間中：開会式、閉会式を除く）
◎開館時間：13 時～19 時頃まで、パーティ時は別途考慮する
◎会 場：武蔵野大学有明キャンパス
（りんかい線「国際展示場」徒歩７分：第 2 聖火台が設置される「夢の大橋」に近接）
教室１：展示スペース１、交流スペース、休憩スペース
教室２：展示スペース２、NOA 交流会、
「NOA ナイト」
（仮称）のプレゼン会場、他
◎「JOA ハウス」内でのイベント計画（案）
１．JOA 特別コロキウム、JOA 研究フォーラムの開催（研究委員会、セッション・レクチャー委員会）
２．IOAPA（IOA 参加者の国際組織）のリユニオン・パーティのサポート（海外派遣委員会）
３．JOA によるオリンピズム普及用資料（
「JOA パンフ」
（仮称）
）の配布など（編集出版委員会）
４．各種展示（英語版も）
、
（広報委員会、クーベルタン委員会）
、ニューズレター発行（要検討）
、
「キッズゾーン展示」
等（広報委員会）
５．東アジア or 東南アジアの NOA 交流会の開催（特別セッション）
（海外派遣委員会）
６．各国の「NOA ナイト」
（仮称）の開催（各 NOA の活動紹介＋情報共有→その国の飲食文化の交流等）
７．各国の NOA メンバーの交流会の開催（IOA 連携）
、IOA メンバー＆各 NOA メンバーの接遇・交流
８．武蔵野大学有明キャンパス内の「ホストタウンハウス」との連携
◎提供サービス等（案）
１．大会関係情報検索機能：プリント、競技の PV 機会の提供、大会関係の各種情報の提供等
２．避暑シェルター：冷水提供、休憩等

３．IOA メンバー、各 NOA メンバー、オリンピック研究者等の接遇・交流の場所提供：ドリンクサービス等
４．
「NOA ナイト」
（仮称）
：簡単な飲食提供（立食ビアパーティ・ワインパーティ等）
５．参加費：パーティでは会費制やチケット制も考慮する（予算次第、ゲストは要考慮）
◎来館見込み者数（15 日間）
・国内：500 人／日＊15 日＝7,500 人
・国外：IOA、NOAs、IOC、NOCs、研究者等 20 人／日＊15 日=300 人
「JOA ハウス」実行委員会
・名誉館長：猪谷千春（JOA 最高顧問）
・館
長：望月敏夫（JOA 会長）
・副 館 長：藤原庸介（JOA 副会長）
・実行委員会 委員長：舛本直文（JOA 副会長）
・実行委員会副委員長：落合 恒（武蔵野大学事務局次長）
・総 務：後藤光将（JOA 総務委員会）
・法 務：藤原庸介、石堂典秀（JOA 法務委員会）
・企 画
・特別フォーラム（研究委員会・セッション＆レクチャー委員会）
・特別コロキウム（研究委員会）
・NOA ナイト：大津克哉（海外派遣委員会）
・IOA 連携・アジア NOA 連携：大津克哉（海外派遣委員会）
・IOAPA リユニオン支援：杉並伸勉（海外派遣委員会）
・ホストタウン連携：落合 恒（武蔵野大学事務局次長）
・渉 外
・国外（IOA、IOC、NOA）
：藤原庸介、和田恵子
・国内（JOC、TOCOG、Panasonic 連携他）
：藤原庸介、荒井啓子
・財 務：佐野慎輔（マーケティング委員会）
・会 計：和田恵子（会計担当理事）
、荒牧亜衣（会計補佐）
・配布物：大野益弘（JOA 編集・出版委員会）
・広 報：來田享子（JOA 広報委員会）
・展 示：來田享子、石塚創也、佐藤政廣（JOA 広報委員会）
、松原茂章（フォート・キシモト）
・会 場：落合 恒（武蔵野大学）
・セキュリティ：落合 亘（武蔵野大学）
・受付：学生ボランティア：落合 恒（武蔵野大学）＋JOA
・接 遇：
・パーティ：白鳥仁恵（エムユービジネスサポート）
・ドリンクサービス：白鳥仁恵（エムユービジネスサポート）＋α
・事務局連絡先
JOA 事務局：問い合わせ専用
E-mail：ｉｎｆｏｒｍ＠ｏｌｙｍｐｉｃ－ａｃａｄｅｍｙ．ｊｐ（スパム対策のため全角表示しています。
）
予算案
収入
JOA 分担金
公式スポンサー等
寄附金
パンフレット掲載広告等
その他
合計
支出
会場関係
企画関係
運営関係

金額

（2020 年９月 1 日現在）
備考
1,000,000
500,000
2,000,000
400,000
100,000
4,000,000
500,000
1,200,000
1,500,000

広報関係
映像借用
その他（予備費等）
合計

500,000
250,000
50,000
4,000,000

寄附金募集要項
1.
2.
3.
4.
5.

募金名称：特定寄附金、2021年「JOAハウス」寄附金
募金目標総額：2,000,000円（経費総額：約4,000,000円）
募金期間：2020年9月5日（土）～2021年7月22日（金）
寄附の用途：2021年「JOAハウス」の諸行事の開催、運営費に充当する。
募金責任者：特定非営利活動法人日本オリンピック・アカデミー（JOA）
「JOAハウス」実行委員会委員長 舛本 直文
6. 寄附金を必要とする理由：
2021年東京オリンピック大会時に設置する「JOAハウス」は、第2聖火台に隣接する武蔵野大学有明キャンパスに設
置します。またオリンピック大会が7，8月の酷暑の中で開催されるため、本館は暑熱のシェルターハウスの機能を持ち
合わせていることもあり、また同キャンパス内には「ホストタウンハウス」も設置されるため、多くの来館者が予想さ
れ、当館の設置・運営に要する費用は約4,000,000円と推計されます。
これらの諸経費は、JOA会員の会費や当館の利用者の参加費等で賄うのが基本でありますが、個人参加者の負担にも
限度があります。また、節約による経費削減につとめ、必要経費の圧縮をはかる方針でありますが、その努力にも限り
があり、必要経費の相当の額は、JOA会員の皆様を始め、関係諸団体や公式スポンサー等のご寄附に頼らざるを得ない
のが実情であります。本館の設置・運営のための必要経費約4,000,000円のうち、半額の2,000,000円を皆様の寄附金に
より充当したいと考えております。
諸事多用な折り、誠に恐縮ではございますが、本会の実情と今後の活動をご賢察の上、何とぞ格段のご援助に向け
ご高配を賜りたく、心よりお願い申し上げます。
7. 寄附金の払込方法:JOAのホームページ上の寄附申込書によってお申込ください。その後、寄附金は以下の振込先に
お振り込みください。
1口：2，000円
申込締め切り：2021 年 7 月 22 日（金）
（なお、10口以上のご寄付を頂いた方には、記念パーティ等へのご招待券など、特典を考慮させていただきます。）
＜寄附振込先＞
三菱UFJ銀行
店番 345 渋谷中央支店
普通 0379780
口座名義 特定非営利活動法人 日本オリンピック・アカデミー 理事 望月敏夫
口座カナ： トクテイヒエイリカツドウホウジンニホンオリンピックアカデミー
8．なお、この特定寄附金および付随する個人情報は、日本オリンピック・アカデミー寄附金等取扱規程および個人情
報取扱規程に従って適切に取り扱います。また、「JOAハウス」として、ここに計画した展示および各種イベントは、
準備等の都合により変更されることがあり得ることをご承知おきください。
また、天変地異や疫病などの不可抗力により2021年の東京2020大会が中止され、あるいは日本で開催されなかった場
合には、ご寄附の使途の制約は解除されるものとし、頂戴した寄附金全額をJOAに対する一般寄附金として取り扱わせ
て頂くものとしますのでご了承下さい。
9.問い合わせ先：NPO法人日本オリンピック･アカデミー内
「JOAハウス」実行委員会
連絡先
JOA 事務局：問い合わせ専用
E-mail：ｉｎｆｏｒｍ＠ｏｌｙｍｐｉｃ－ａｃａｄｅｍｙ．ｊｐ（スパム対策のため全角表示しています。）

添付様式

特定非営利活動法人日本オリンピック・アカデミー
会長 望月 敏夫
宛

寄附申込書
趣旨に賛同し、下記金額を2021年「JOAハウス」の設置・運営資金として寄附いたします。
口（1口2，000円）
円也

金

年 月 日
どちらかに○印
JOA 会員 非会員

フリガナ
個人名または会社名
申込ご担当者連絡先

ご氏名

ご住所
〒
フリガナ
様

E-mail：

会社の場合
部署：
役職：
TEL：

【払込方法】該当に○をつけてください。
払い込みました。
JOAの銀行口座を通して

年

月

日 払い込みます。

【領収書】［ 要・不要 ］
【掲載】ご寄附いただいた方々の個人名または団体名を事業報告書やJOAのHP等へ掲載することについて○印で
お示しください。なお、誠に恐縮ですが、掲載は、個人の場合は個人名、法人または団体の場合には法人名ま
たは団体名に限らせていただきます。
[ 掲載を希望する ・ 掲載を希望しない ]
【お振込先】
三菱UFJ銀行
店番 345 渋谷中央支店
普通 0379780
口座名義 特定非営利活動法人 日本オリンピック・アカデミー 理事 望月敏夫
口座カナ： トクテイヒエイリカツドウホウジンニホンオリンピックアカデミー
【問い合わせ先】
NPO法人日本オリンピック･アカデミー内
「JOAハウス」実行委員会
連絡先
JOA 事務局：問い合わせ専用
E-mail：ｉｎｆｏｒｍ＠ｏｌｙｍｐｉｃ－ａｃａｄｅｍｙ．ｊｐ（スパム対策のため全角表示しています。）

