報道関係者各位
平成29年7月14日
株式会社東京ビッグサイト

中高生・大学生が主役！ 参加型の東日本大震災復興支援イベント
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開催

取材のご案内について

イベント観覧
申込の受付中！
為末 大 現役アスリート

の詳細決定！

〜テーマ：逆境を力に！〜

〜対談相手：リオ パラリンピック パラ・パワーリフティング
株式会社東京ビッグサイトは、今年で

級

回目となる「

位入賞 三浦 浩 選手〜
」を、８月８日 火 に東

京ビッグサイトにて開催します。このイベントは、東北・東京・海外の中高生・大学生が東京ビッグサイトに
集結し、
「未来は、自分たちで創っていく！」という想いのもと、復興のあり方や課題について考える参加型
の復興支援イベントです。
今回、一般観覧プログラムのひとつとして、為末 大
ます。

を開催し

現役アスリート

逆境を力に！ をテーマに、
「人生において、失敗や辛い想いをすることはたくさんある。しかし、そ

れはその後の人生をどう生きるかによって意味が変わってくる。」と語る為末氏から、逆境を力に変える生き
方を学びます。また、対談相手のひとりとして、音楽一筋の生活から一転、障害を乗り越えパラリンピックで
入賞を果たした三浦 浩 選手の出演が決定しています。逆境を跳ねのけ活躍する現役アスリートと為末氏によ
る 人生対談

は必見です。
関係事業者の方はもちろん、報道関係者の皆様のご来場をお待ちしています。

◆観覧申込方法
公式

サイトにて受付中です。 ※入場無料 どなたでもご観覧いただけます。
公式

サイト

◆プログラム 一部抜粋
為末 大

〜テーマ：逆境を力に！〜

現役アスリート

※その他のプログラムについては、別紙をご参照ください。
為末 大（ためすえ

だい） 陸上スプリント種目の世界大会で日本人

として初のメダル獲得者。 大会連続でオリンピックに出場。男子
ハードルの日本記録保持者（

年

月現在）
。現在は、スポーツに

関する事業を請け負う株式会社侍を経営している。
三浦 浩（みうら
パワーリフティング

ひろし） ロンドン・リオ パラリンピック パラ・
級 日本代表選手（リオ５位入賞）
。長渕剛

などのライブスタッフとして活動。怪我を機に、

年にパワーリフ

ティングの世界に入る。現在は、数々の国際大会に参加し、東京五輪を

為末 大
宛

目指している。

三浦 浩

年６月に、

り株式会社東京ビッグサイトヘ入社。

先：ＳＴＡＮＤ ＵＰ ＳＵＭＭＩＴ ２０１７プレス広報事務局
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の就職支援制度「アスナビ」によ
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