＜ニュースリリース＞

2015 年 6 月 8 日
一般社団法人チームスマイル

～つなげよう、感動。つながろう、東北の笑顔。～

東日本大震災の復興支援活動団体「一般社団法人チームスマイル」は、

被災地での「心の復興支援」の拠点となる、
新シアター「いわき PIT(ピット)」を開設、運営します。

エンタテインメントを通じた、東日本大震災の復興支援活動を続ける「一般社団法人チームスマイル」(所在地：
東京都渋谷区、代表理事：矢内廣)は、2015 年 7 月 24 日(金)に、福島県内での活動拠点となる新シアター『チー
ムスマイル・いわき PIT』をオープンします。

チームスマイルの活動は、被災地におけるエンタテインメントを通しての「心の復興」と、支援活動の「継続性」を
確保することを目的としています。そのための拠点となる『チームスマイル・PIT』は、昨年 10 月 17 日にオープン
した『豊洲 PIT』(東京都江東区豊洲)、今回の『いわき PIT』のほか、宮城県仙台市(2016 年春オープン予定)、岩
手県釜石市(2016 年春オープン予定)、の計 4 か所に開設されます。

東北初の『いわき PIT』は、収容客数約 200 人(着席)のホールで、演劇の上演や音楽コンサートを中心に、ミュ
ージカルや各種コンテスト、講演会やライブビューイング、ワークショップなどの様々な用途に活用されます。な
お、『いわき PIT』をはじめとする東北地区の『PIT』の開設や運営に必要な費用は、東京の『豊洲 PIT』の事業収
益金の全額、ならびに趣旨にご賛同頂いた方々からの協賛、寄付、特別協力によってまかなわれます。

『いわき PIT』では、“いわき発、PIT がつなぐ心の復興”をスローガンに、独自のプログラムを展開します。特に
地元の子供たちや若者たちによる創作活動へのチャレンジをサポートし、その表現や発表の場を提供します。
エンタテインメントを通じて、若い世代の夢や才能を養い、彼らが夢を持って元気に立ち上がれるような企画を
実現することにより、被災地の方々自らによる復興を後押ししていきたい考えです。

『PIT』は、『Ｐower Ｉnto Ｔohoku！』の略称です。エンタテインメントの力を東北に。その思いをつなげていくた
めに、チームスマイルは今後も着実にその活動を続けてまいります。

■『チームスマイル・いわき PIT』の概要
・名

称

チームスマイル・いわき PIT

・所在地

〒970-8052 福島県いわき市平祢宜町 5 丁目 13

・開

2015 年 7 月 24 日(金)

業

・収容人数 約 200 名(着席)
・アクセス

JR 常磐線いわき駅より徒歩 8 分

・協

2015 年 1 月に、いわき市、いわき商工会議所と、三者間で連携協定を締結しております。

定

・スタッフ

福島統括マネージャー・支配人

箱崎友清

劇場監督

高木 達

顧

問

村岡 寛

制作委員

加藤 功

■『いわき PIT』の特別企画とオープニングイベントについて
1) 制作委員(プロデューサー)／日比野克彦氏監修による、市民参加の外壁デザイン
復興支援活動を精力的に続けている日比野克彦氏(アーティスト・東京芸術大学教授)のディレクションに
より、いわき市民の皆さんに外壁アートを制作して頂きました。テーマは「夢をつなげよう!!」。一人一人の
描いた絵が、隣りどうしで繋がって大きな一枚の壁に広がります。

2) 制作委員(プロデューサー)／三枝成彰氏の作曲による、鎮魂の開演チャイム
「PIT」のオープニングチャイムは、震災で親を失った遺児・孤児の成長を支援するプロジェクト「3.11 塾」
を主宰する三枝成彰氏(作曲家・プロデューサー)の手によるオリジナル作品です。「鎮魂の鐘」をイメージ
し、「PIT」の来場者誰もが、復興への想いをいつも共感できるようにしました。

3) オープニングイベント…7/24(金)～26(日)の 3 日間開催
「いわき PIT」では、『いわき発、PIT がつなぐ心の復興』をメインタイトルとし、チームスマイル活動にご賛
同頂いたアーティストを迎えて、完成披露式とオープニングイベントを開催します。
※当日の取材をご希望の方は、事務局(最終ページに記載)までお申し込みください。

① 7/24(金) 15:30～ 落成披露式&コンサート
15:30 開演～17:45 ごろ終了予定(関係者・ご招待客のみ)
出演：今藤長十郎(長唄今藤流家元)／熊本マリ(ピアニスト)／小六禮次郎(作曲家)／倍賞千恵子
(女優・歌手)／溝口肇(チェリスト)／他

② 7/24(金) 18:00～ レセプションパーティ
18:00 開宴～19:00 ごろ終了予定(関係者・ご招待客のみ)

③ 7/25(土) 16:00～ 岸谷香＆渡辺敦子コンサート
16:00 開演～17:30 ごろ終了予定(チケット一般発売)
出演：岸谷香(プリンセスプリンセス)／渡辺敦子(プリンセスプリンセス)
料金：全席指定 3,800 円(福島県内在学中の高校生以下の学生は、証明書提示で 1,000 円を返金)
発売：6/28(日)発売 チケットぴあ 0570(02)9999

問い合わせ先：キョードー東北 022(217)7788

④ 7/26(日) 14:30～ オープニングアクト
14:30 開演～17:30 ごろ終了予定(一般開放・入場無料)
出演：アイくるガールズ(いわき市公認ご当地アイドル)／アベマンセイ(いわき市在住ギタリスト)／
江名の三匹獅子舞／青い窓コンサート(いわき市民と小学生の合唱団)／あらしのよるに
コンサート(いわき市民と中学生の合唱団) 他

4) 「いわき PIT」で今後開催予定の 7 つのオリジナルプログラム
① キッズケア(児童の心と身体のケア)
・「運動能力の育成」「表現教育」の指導者養成
・子供の夢応援イベント
・児童演劇公演
② ワークショップ(学びと創造-体験型学習セミナー)
・演劇俳優・舞台制作スタッフ養成
・ソング＆ダンス「歌おう！踊ろう！ミュージカル！」
③ いわきPIT主催企画
・アマチュア演劇公演
・児童演劇フェスティバル
・中高生演劇鑑賞公演
・音楽劇公演
・新春芸能大会
④ いわきPIT共催企画(公演やイベントを応援)
・アマチュア劇団公演
・高校演劇フェスティバル
・市民ミュージカル
・いわき街なかコンサート
⑤ 各種イベント
・ライブビューイング
・フリーシアター(音楽家に劇場解放)
・いわきバンドフェスティバル
・アートプロジェクト～いわき踊る～
・ハロウィン／クリスマスイベント

⑥ アウトリーチ(地域社会への派遣事業)
・「青い窓～子供の夢コンサート」
・「運動能力の育成」「表現教育」の講習会
・出前寄席
・児童劇公演
⑦ ホワイエの活用(市民が集うオープンスペース)
・絵画書道などの展示会場
・親子イベントのためのイベント広場
・稽古場・作業場などの創作活動スペース

■寄付・協賛・協力企業ならびに団体について
本企画の推進と、「PIT」の開設・運営にあたっては、趣旨にご賛同頂いた数多くの企業、団体からの支援を受
けております(2015 年 5 月末現在)。この場をお借りし、厚く御礼を申し上げます。
※50 音順にて表記しております。

《協賛・寄付》
アサヒビール株式会社
株式会社インターネットイニシアティブ
コカ・コーライーストジャパン株式会社
ぴあ株式会社
三井不動産レジデンシャル株式会社
株式会社 WOWOW

《特別協力》
NTT コミュニケーションズ株式会社
東京ガス用地開発株式会社
パナソニック株式会社

《協力》
エンジン 01 文化戦略会議
釜石市(釜石 PIT)
釜石まちづくり株式会社(釜石 PIT)
株式会社共立
タワーレコード株式会社
TSP 太陽株式会社
株式会社東京音響通信研究所(音研)
東芝エルティ－エンジニアリング株式会社

東日本旅客鉄道株式会社
真砂不動産株式会社(いわき PIT)
森平舞台機構株式会社

《Special Thanks》
株式会社イメージング・ワークス
株式会社博報堂ケトル
株式会社ヒビノスペシャル
POOL Inc
株式会社 WHITE DESIGN

■チームスマイル活動への寄付・協賛について
一般社団法人チームスマイルの活動、ならびに「PIT」の開設・運営をはじめとする、復興支援活動への寄附、
協賛を募っております。趣旨にご賛同頂いた皆様からの、温かいご支援とお力添えをお願い申し上げます。
なお、各「PIT」会場にとどまらず、さまざまな機会において、今後も広くドネーション活動を進めてまいります。
詳しくは当法人公式 HP にて随時発表します。

■その他の『チームスマイル・PIT』
1)「チームスマイル・豊洲 PIT」
・名

称

「チームスマイル・豊洲 PIT」

・所在地

東京都江東区豊洲 6 丁目

・開業日

2014 年 10 月 17 日

・収容人数 約 3,100 名(スタンディング)
・アクセス

新交通ゆりかもめ・新豊洲駅より徒歩 3 分／東京メトロ有楽町線・豊洲駅より徒歩 12 分

2)「チームスマイル・仙台 PIT」
・名

称

・所在地

「チームスマイル・仙台 PIT」
宮城県仙台市太白区あすと長町 2 丁目

・開業時期 2016 年春を予定
・収容人数 約 1,200 名(スタンディング)
・アクセス

JR 東北本線長町駅より徒歩 5 分／仙台市営地下鉄長町駅より徒歩 6 分

3)「チームスマイル・釜石 PIT」
・名

称

・所在地

「チームスマイル・釜石 PIT」
岩手県釜石市大町／釜石情報交流センター内

・開業時期 2016 年春を予定

・収容人数 約 150 名(着席)
・アクセス

JR 釜石駅より徒歩 10 分

■一般社団法人チームスマイルの概要
名

称

一般社団法人チームスマイル

所 在 地

東京都渋谷区東 1-2-20 渋谷ファーストタワー

設 立 日

2012 年 10 月 4 日

活動趣旨

東日本大震災による被災地の復興支援のため、ライブエンタテインメントを通じた様々な活動
を行う。これにより生み出される収益金は、東北地区の『PIT』の開設・運営、そして、エンタテ
インメントを通じた復興支援のための活動に、その全額が活用される。
① チームスマイルシアター「PIT」の企画・運営
② 同種目的によるチャリティ公演・イベント・スポーツ試合等の開催支援
③ イベント会場等での各種商品・グッズ等の販売
④ ライブ演奏やイベント映像等の配信・受信
⑤ インターネット等を通じた復興支援に関する各種情報提供
⑥ その他、当法人の目的を達成するために必要な事業

代表理事

矢内

副代表理事

中西 健夫 (コンサートプロモーターズ協会会長・(株)ディスクガレージ代表取締役社長)

理

秋元

事

廣

康

(ぴあ(株)代表取締役社長)

(作詞家・プロデューサー)

小原 芳明 (学校法人玉川学園理事長)
川淵 三郎 (首都大学東京理事長・日本サッカー協会最高顧問)
三枝 成彰 (作曲家)
下村 満子 (ジャーナリスト・「下村満子の生き方塾」塾長)
野村

萬

(能楽師・人間国宝・日本芸能実演家団体協議会会長)

林 真理子 (作家)
原田 明夫 (原子力損害賠償廃炉等支援機構運営委員長・弁護士・元検事総長)
福井 俊彦 (キヤノングローバル戦略研究所理事長・元日銀総裁)
吉永 みち子 (作家)
常務理事

村上 元春 (ぴあ(株)取締役)
小林 覚

(ぴあ(株)執行役員)

眞子 祐一 (ぴあ(株)執行役員)
監

事

能勢 正幸 (公認会計士)

顧

問

鈴木 幸一 ((株)インターネットイニシアティブ代表取締役会長)
水野 弘道 (コラー・キャピタル・リミテッド パートナー)
溝畑 宏

(元観光庁長官)

和崎 信哉 ((株)WOWOW 代表取締役社長)
以上 50 音順、敬称略

実行委員長
中西 健夫 (コンサートプロモーターズ協会会長・(株)ディスクガレージ代表取締役社長)
制作委員(プロデューサー)
秋元 康

（作詞家・プロデューサー）

小林 武史 （音楽プロデューサー）
三枝 成彰 （作曲家）
松田 誠

（ネルケプランニング社長）

湯川れい子（音楽評論家）
有森 裕子 (プロランナー)
日比野克彦(アーティスト/東京芸大教授)
広井 王子 (マルチクリエイター)
立川 直樹 (音楽プロデューサー)
北牧 裕幸 ((株)キューブ代表取締役社長)
※2015 年 6 月 1 日現在
以上

＜本件に関する総合取材窓口＞
一般社団法人チームスマイル 担当／小林・田中
TEL:03-5774-5349

FAX:03-5774-5393

URL : http://team-smile.org

e-mail : info@team-smile.org
i

info
＜内覧・撮影のお申込み、シアターの利用に関するお問い合わせ先＞
『チームスマイル・いわき PIT』準備室運営事務局(～7/末まで) 担当／箱崎、矢野、根本
〒970-8026 福島県いわき市平字大工町11-1 tel 0246(38)3826 fax 0246(38)3827
URL : http:// iwaki-pit.team-smile.org

e-mail : iwaki-pit@team-smile.org

