
 

 

 

 

取材要項 
-申請書をされる前に、本要項を必ずご一読ください- 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 日   程 ： 2022年 9月 25日（日） 
 

 会   場 ： 高知県高知市・東部総合運動場 くろしおアリーナ 

〒781-8125 高知県高知市五台山 1736-1 
 

 報道受付 ： 《くろしおアリーナ／1F報道入口内》 当日／9：00～ 
  

2022年 9月 
 

水泳の日 実行委員会 

 

【新型コロナウイルス感染拡大時における水泳競技会取材について】 
大会取材の際には下記事項を必ず順守していただきますようお願いいたします。 

 

（1） 来場72時間以内のウイルス検査（PCR、TMA、StAmp、抗原定量、抗原定性など）を行い、 陰性を

確認すること。市販の抗原検査キットについて、原則として研究用ではなく医療用（体外診断用医薬

品（薬事承認あり））のみを有効とする。（陰性証明書は不要、後日陽性となった場合に提示できるよ

うな記録は必要） 
 

（2） 濃厚接触者は、感染者と最終接触した日を0日として2日目および3日目に薬事承認された抗原定性

検査キットを用いた検査を行い、2日目、3日目の結果が陰性であれば、3日目の陰性が確認できた

時点からイベントへの参加を可能とする。なお、濃厚接触者の定義については国もしくは地方自治

体の方針に従う。 
 

（3） 大会終了後10日以内に陽性者が発生した場合は、遅滞なく大会実行委員会に報告する 

こと。 
 

 【新型コロナウイルス感染拡大防止について】 

新型コロナウイルス感染拡大防止対策として、マスクを着用していない方、インタビューエリアで 

取材をされる方でフェイスシールドを持参していない方の入館は認めません。インタビュー時は 

フェイスシールドを着用してください。着用の指示に従っていただけない場合は、即時退館していただきま

す。 

受付時に検温をさせていただきます。37.5度以上の発熱が確認された際は取材をご遠慮いただきます

ので予めご了承ください。 

また、「P8. 取材可能人数について」の通り、1日あたりの取材人数を制限させていただきます。 

 

報道関係の皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、 

感染拡大防止に向けて何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 

※今後の新型コロナウイルスの感染状況により、対応を変更する場合もございます。 
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イベント概要 

 

「水泳の日」とは、（公財）日本水泳連盟が 2012年に発表した「ドリームプロジェクト 2020」の柱のひとつで 

ある「スポーツによる社会貢献」としての活動です。 

 

水泳競技のさらなる普及・発展、そして競技力向上、競技人口の裾野を広げるきっかけとなるとともに、海洋国家

の日本において、国民全員が泳げ、水難事故を少なくしていくことにもつながってほしい。そういう思いを込めて、中

断となっていた「国民皆泳の日」を、改めて「水泳の日」として制定しました。 

 

水泳は「命を守ることができるスポーツ」です。もっと普及して、水泳に親しみを持ち、水を楽しむ人たちを増やし、

全国民に泳ぎをマスターして欲し いと願っております。今後「水泳の日」が、生涯スポーツとしての普及、万人が見て

楽しめるコンテンツ、水難事故対策など水泳文化構築のきっかけとなる様、様々な施策を推進していきます。  

 

主催となる、（公財）日本水泳連盟、（一社）日本スイミングクラブ協会、（一社）日本マスターズ水泳協会、 

（一社）日本パラ水泳連盟が力を合わせ、長期的なスパンで「水泳の日」としてのイベントを開催していきます。 

 

記念すべき第 1 回は 2015年 8 月 14日（金）、第 2回は 2016年 8月 14 日（日）に東京辰巳国際水泳場で開催さ

れ、オリンピアン・現役選手の協力の下、多くの参加者が来場し大盛況のイベントとなりました。昨年は、新型コロナ

ウイルス感染症により大会中止となりましたが、今年度は大阪で 6回目の「水泳の日」を開催いたします。 

 

なお、2020 年 2 月、（一社）日本記念日協会の定める記念日に「8 月 14 日は水泳の日」として認定登録されまし

た。 

 

国民全員で水泳を楽しむ日として、報道関係者の皆さんもぜひともご参加ください。 

 

 

 

水泳の日 実行委員会 
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イベント概要 

 
■名称 水泳の日 2022・高知 

 

■英文呼称 Swimming Day 2022 ・KOCHI 

 

■スローガン 水泳の日 泳いでつながる 笑顔の輪  

 

■日時 2022 年 9月 25日（日） 9:30～17:00（予定） ※9:00開場 

 

■会場 高知県高知市・東部総合運動場 くろしおアリーナ 

 〒781-8125 高知県高知市五台山 1736-1 

 

■主催 水泳の日 2022・高知実行委員会 

 

■実行委員会 公益財団法人日本水泳連盟、一般社団法人日本スイミングクラブ協会 

構成団体 一般社団法人日本マスターズ水泳協会、一般社団法人日本パラ水泳連盟、 

 一般社団法人高知県水泳連盟、高知県、高知市、 

 公益財団法人高知県スポーツ協会 

 

■主管 一般財団法人高知県水泳連盟 

 

■後援 スポーツ庁、公益財団法人日本スポーツ協会、 

 公益財団法人日本オリンピック委員会 

 

■特別協賛 東京海上日動火災保険株式会社 

 

■協賛 アシックスジャパン株式会社、ミズノ株式会社、デサントジャパン株式会社、 

 セイコーホールディングス株式会社、株式会社オーエンス、 

 タキロンマテックス株式会社、株式会社ナガセ、株式会社ニチレイ、 

 株式会社ニップン、株式会社ブルボン、株式会社ヤクルト本社 

 

■内容 公開型イベントと参加型イベント 

 

■ホームページ https://swimmingday.com/ 

  

https://swimmingday.com/
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公開型イベント 

 

09:30～ 開会式 

ご挨拶、主催者紹介、始泳式、開会宣言 など 

 

＜エキシビション等＞ 

10：00～ 日本泳法 OPデモンストレーション 

模範演技 

解説・実演 ／ 水府流土佐会、水任流保存会、主馬神伝流保存会 

 

※ゲストは変更になる可能性があります。 
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参加型イベント／競泳イベント 

 

＜メインプール＞ 

14：00～ 東京海上日動プレゼンツ（50m×4 名）フリーリレー／ふれあいリレーの部 

オリンピアンや日本代表チームと一緒に泳げるふれあいリレー。 

間近でオリンピアンや日本代表の泳ぎを体感できるチャンスです！ 

 

14：30～ 東京海上日動プレゼンツ（50m×4 名）フリーリレー／チャレンジリレーの部 

4名で 50mずつ泳いで、ジュニアオリンピックの男子 200m自由形大会記録（CS）1 分 48秒 57に 

チャレンジ！達成したらプレゼントがもらえます！ 

 

15：00～ ニチレイチャレンジ 泳力検定会（1 級・3級・水泳の日特別級） 

最近泳いでいないあなたもチャレンジ！ 

全国統一の泳力基準である泳力検定にチャレンジしましょう！ 

 

16：00～ SEIKOプレゼンツ SEIKO ターゲットタイム 

 SEIKOによる記録がつなぐチャリティイベント。 

記録を通じ、水泳備品（ストップウォッチ）を支援するチャリティ企画。 
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参加型イベント／水泳体験教室 

 

＜サブプール＞ 

10：30～ SAMURAIスイミング（日本泳法体験教室） 

海や川、自然の中で生まれ戦国時代に武術、芸術として完成した日本泳法は、実用として、また生涯スポ

ーツとしても進化し続けている。500年の歴史、進化し続ける泳ぎを学びましょう。 

 

11：45～ nippn プレゼンツ TOBIUO クリニック（水泳教室）①②③ 

オリンピアン等によるスイムレッスン 

① スイムクリニック自由形「きれいな泳ぎを維持するクロールのポイント！」 

② スイムクリニック背泳ぎ「腕をまっすぐ！伸びのあるきれいな背泳ぎ！」 

③ オリンピアンと水泳にチャレンジ！「オリンピアンに水泳を学んで、25m完泳を目指そう！」 

 

13：00～ nippn プレゼンツ TOBIUO クリニック（水泳教室）④⑤⑥ 

オリンピアン等によるスイムレッスン 

④ スイムクリニック平泳ぎ「無駄な力を抜いて泳ごう！疲れ知らずの平泳ぎ」 

⑤ スイムクリニックバタフライ「スムーズなキックと腕の掻きの正しいタイミング！」 

⑥ オリンピアンと水泳にチャレンジ！「オリンピアンに水泳を学んで、25m完泳を目指そう！」 

 

15：00～ nippn プレゼンツ TOBIUO クリニック（水泳教室）⑦⑧ 

オリンピアン等によるスイムレッスン 

⑦ スタート練習「すばやい反応と抵抗の少ない入水でライバルに差をつけよう！」 

⑧ ターン練習「すばやいターンとスムーズな浮き上がりでライバルに差をつけよう！」 

＜メインプール＞ 

10：30～ アクアゲーム 

水の中でのボールゲームである水球を楽しんでいただきます。 

シュート・パス等を日本代表選手より学びましょう。 

 

11：30～ Mermaid レッスン（アーティスティックスイミング体験教室） 

オリンピアン・日本代表と一緒にアーティスティックスイミングを楽しみながら 

アーティスティックスイミングの技に挑戦してみましょう。 

 

12：30～ OWS クリニック（OWS体験教室） 

オリンピアンや日本代表選手とサバイバルスイムや立ち泳ぎなどの OWS 特有の技術に挑戦します。水難

事故防止を目的に、日本ライフセービング協会講師より海や川などで自分の命を守るための技術を学び

ましょう。 
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参加型イベント／水泳体験教室 

 

＜幼児プール＞ 

13：00～ 親子で楽しむ水遊び① 

15：00～ 親子で楽しむ水遊び② 

 泳げなくても大丈夫。水中宝お魚探しゲームやウォーキングで親子で一緒に水に親しみましょう。 

 最後は親子で一緒にけのびにチャレンジ！ 

 

その他イベント 

 

＜サブプール＞ 

10：00～ 水中動画撮影会① 

12：30～ 水中動画撮影会② 

科学委員会主催による水中動画撮影会。普段見ることのできない水中の動きを撮影し、USBにて配布。 

 

14：15～ 東京海上日動プレゼンツ パラ水泳体験会 

黒塗りのゴーグルをして、視覚を閉じた状態で 25ｍ完泳にチャレンジしてみましょう。 

タッパーという合図をする役割も体験。パラ水泳の世界に触れてみよう。 
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報道取材に関するお願い 

 

本イベントの開催にあたり、報道関係の皆様に支障なくご取材頂くために、下記の要領にて取材・報道体制を整えて

おります。ご一読の上、ご協力賜りますようお願い申し上げます。 

尚、取材に関しましては、あくまでもスポーツ報道としての取材を対象としておりますので、スポーツ報道以外の目的

での取材に関しては、必ず事前に水泳の日実行委員会事務局（info@swimmingday.com）までお問合せください。 

また、会場内での取材活動につきまして、当日の関係者の指示並びに下記の要項に著しく逸脱した場合は、ご取材

をお断りする場合もございます。予めご了承ください。 

【新型コロナウイルス感染拡大時における水泳競技会取材について】 
大会取材の際には下記事項を必ず順守していただきますようお願いいたします。 

 

（１） 来場72時間以内のウイルス検査（PCR、TMA、StAmp、抗原定量、抗原定性など）を行い、 

陰性を確認すること。市販の抗原検査キットについて、原則として研究用ではなく医療用（体外診断

用医薬品（薬事承認あり））のみを有効とする。（陰性証明書は不要、後日陽性となった場合に提示

できるような記録は必要） 

（２） 濃厚接触者は、感染者と最終接触した日を0日として2日目および3日目に薬事承認された抗原定

性検査キットを用いた検査を行い、2日目、3日目の結果が陰性であれば、3日目の陰性が確認でき

た時点からイベントへの参加を可能とする。なお、濃厚接触者の定義については国もしくは地方自

治体の方針に従う。 

（３） 大会終了後10日以内に陽性者が発生した場合は、遅滞なく大会実行委員会に報告すること。 
 
 

【大会取材にあたって】 
 

（１）  各所在地の自治体や職場から移動制限等の要請が出ていないか、最終確認を行ってください。 

（２）  入館前6日間において、以下の事項に該当する場合は、入館できません。出発前に該当がないか

確認しておいてください。 

⚫ 平熱を超える発熱 

⚫ 咳（せき）、のどの痛みなどの風邪の症状 

⚫ だるさ（倦怠感）息苦しさ（呼吸困難） 

⚫ 臭覚や味覚の異常 

⚫ 体が重たく感じる、疲れやすい等の症状 

⚫ 新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃厚接触がある場合 

（３） 入館前14日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域等への渡航

または当該在住者との濃厚接触がある場合は、入館できません。 

（４） 健康チェック表を持参してください。提出できない場合は入館できません。 

宿泊を伴う場合は、当日の検温ができるように各自体温計を持参してください。 

（５） マスクを着用していない方、インタビューエリアで取材をされる方でフェイスシールドを持参していな

い方の入館は認めません。出発前に必ず確認してください。 

（６） インタビューエリアでは必ずフェイスシールドを着用してください。 

未着用の方はインタビューエリアに入ることができません。 

（７） 会場までの交通機関内では、マスクの着用、人との距離、座席間の距離、車内換気、会話などに 

留意してください。 

重要 

mailto:info@swimmingday.com
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◼ 取材申請の方法について 

＊ 取材の申請は 9 月 16 日（金）までに下記 URL（もしくは QR コード）よりお申し込みください。 

取材申請受付サイト https://forms.office.com/r/wa7NmWjk50 

※ 取材の申請は事前申請のみとなります。締切後の申し込みや、 

会場での直接の申し込みはお受けいたしかねますので、予めご了承ください。 

 

＊ 取材の可否については水泳の日実行委員会事務局よりご連絡いたします。 

 

◼ 取材可能人数について 

＊ 新型コロナウイルス感染拡大防止のため取材人数を制限させていただいております 。 

＊ 新型コロナウイルスの感染状況によっては、主催者の判断により人数調整をお願いする場合が 

  ございます。 

＊ 記者の方： 1社 2名まで ※支社・系列社含む 

＊ スチールカメラの方： 1社 2名まで ※支社・系列社含む 

＊ ENGの方： 1社 2 クルー／1 クルー3名まで（記者・クルー含む） 

   ※支社・系列社含む 

   ※カメラの台数は民生用デジタルカメラを含め各系列２台(各エリア１台)まで 

 

◼ 来場・受付 

＊ 報道受付は 9月 25日（日）9：00 より開始します。 

＊ 必ずマスクを着用してご来場ください。インタビューエリアでは必ずフェイスシールドを着用していただきますよう

お願いいたします。未着用の方は即時退館していただきます。 

（マスク、フェイスシールドは各自でご準備をお願いいたします） 

＊ 報道受付にて「健康チェック表」と名刺 2 枚をご提出ください。 

※名刺をお持ちでない方は、身分を確認できるものをご提示ください。 

＊ 「健康チェック表」は来場 2 日前よりご記入の上、ご持参ください。 

「健康チェック表」は本要項の最終ページもしくは「水泳の日」公式サイトに公開しております。 

＊ 受付時に検温をさせていただきます。37.5 度以上の発熱が確認された際は取材をご遠慮いただきますので 

予めご了承ください。 

＊ ENG クルーの方も必ず受付をして頂き、健康チェック表の提出・検温にご協力をお願いします。 

＊ 受付にて、AD カード、ビブスをお渡しいたします。会場内では AD カードを必ず着用してください。 

プレス用のＡＤカード・ビブスなしでは取材できません。 

＊ ＡＤカード、ビブスはお帰りの際にご返却をお願いいたします。 

＊ 新型コロナウイルス接触確認アプリ「ＣＯＣＯＡ」のインストールにご協力をお願いいたします。 

 

◼ 記者の皆様へ 

＊ 記者エリアはメインプール・サブプール観客席となります。 

＊ 指定エリア以外での取材はお断りしております。（観客席含む） 

＊ 利用可能時間は、9：00～17：30までとなります。時間厳守でお願いします。 

＊ インタビューエリアでの取材は、基本的に ENG クルー→ペン記者の順番となります。 

＊ 報道受付で AD カードを受取り、取材時は必ず着用してください。 

 

 

 

https://forms.office.com/r/wa7NmWjk50
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◼ スチールカメラの皆様へ 

＊ 撮影エリアはメインプール観客席記者席、サブプールカメラエリアとなります。 

＊ 指定エリア以外での取材はお断りしております。（観客席含む） 

＊ インタビューエリアへは立ち入りできません。記者／スチールカメラ兼任でご取材の方は、ビブスを脱いでお入

りください。 

＊ 報道受付でビブスを受取り、撮影時は必ず着用してください。 

＊ 報道目的以外の使用は、必ず水泳の日実行委員会事務局または報道受付にお問合せください。 

 

◼ ENG クルーの皆様へ 

＊ ENGエリア材は、インタビューエリア、メインプール観客席 ENGエリア、サブプールカメラエリアとなります。 

＊ 指定エリア以外での取材はお断りしております。（観客席含む） 

＊ カメラ台数は民生用デジタルカメラを含め各系列２台(各エリア１台)までに制限させていただきます。 

＊ 報道受付で AD カードとビブスを受取り、撮影時は必ず着用してください。 

＊ 報道目的以外の使用は、水泳の日実行委員会事務局または報道受付にお問合せください。 

＊ くろしおアリーナ敷地内においては、決められた場所での取材をお願いいたします。 

 

◼ プレスワーキングルームについて 

＊ プレスワーキングルームはございません。指定エリアでの取材・作業にご協力をお願いします。 

 

◼ インタビューについて 

＊ オリンピアン・参加者への取材は、インタビューエリアで行ってください。ご希望の場合は報道担当者まで 

ご連絡ください。 

＊ 尚、本イベントに関わらない取材については、本申請では承認できません。 

＊ インタビュー時はマスク着用の上、必ずフェイスシールドを着用して頂きますようご協力お願いいたします。 

（マスク、フェイスシールドは各自でご準備をお願いいたします） 

 

◼ 駐車場について 

＊ くろしおアリーナのある高知市東部総合運動場内の駐車場をご利用ください。 

台数に限りがございますので予めご了承ください。 

https://swimmingday.com/access.html 

 

◼ 写真、映像など撮影素材について 

＊ 本イベントで撮影された写真、映像などを、事前に申請された媒体以外で許可なく使用された場合、今後の 

取材をご遠慮いただくことがあります。本イベントで撮影された写真を掲載する際には、必ず撮影者の氏名を

明記してください。本イベントで撮影された写真を掲載された雑誌は必ず水泳の日実行委員会事務局へご提

出ください。 

 

◼ その他 

＊ 実行委員会が定めた要項に反した場合は、今後、日本水泳連盟主催・主管・後援大会への取材をお断りする

場合もありますのでご注意ください。 

＊ プールアリーナ内は土足厳禁となっております。シューズカバー・サンダル等の上履きをご用意ください。 

＊ 会場内でご飲食の際は、周りの人と十分な距離をとり、「黙食」にご協力をお願いいたします。 

＊ 取材終了後は、速やかにご退館をお願いします。 

 

 

https://swimmingday.com/access.html
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◼ 備考 

＊ インターネットメディア単体での取材申請は原則として受け付けておりません。 

＊ インターネットメディアについては、報道機関が発行する新聞・定期刊行物のほか、スポーツニュース協会加盟

社及びニュース番組で、それを補完するためのホームページ（無料による情報提供に限る）は静止画像の掲

載が可能です。但し、上記報道機関においては、取材申請の許可は主たる媒体に対して行うもので、インター

ネット単体での申請はお受けしておりません。 

＊ インターネットに掲載した情報は無償で閲覧できることを大前提としており、有償での掲載はお断りしておりま

す。 

＊ 日本水泳連盟の権益を侵したり、特定の個人を誹謗・中傷するなど、日本水泳界にとって不利益となる活動を

行った場合は、対応策を検討する場合がございます。 

＊ 協賛各社は報道とは別扱いとなります。 

  

＜取材申請・報道・イベントに関するお問い合わせ先＞ 

水泳の日 実行委員会事務局 

TEL 03-6257-1948 

E-mail info@swimmingday.com 
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取材エリア 

 

※指定エリア以外での取材はお断りしております。 

 

 

 

 

  

立入禁止 

 

 

【1 階】 
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【2 階】 

 

 

【3 階】 

 

 



 

 


