
 

 
 

2021 年 8 月 25 日 

 
報道関係者各位 

特定非営利活動法人 Being ALIVE Japan 

              

＜入団式のご取材のお願い＞ 

岩手県初！長期治療中の高校生の夢の入団を岩手ビッグブルズが実現する！ 

9 月 7 日（火曜）18:00〜 盛岡グランドホテルにて入団式を開催 

 
 特定非営利活動法人 Being ALIVE Japan（東京都世田谷区、理事長：北野華子）は、2017 年 11 月より、

長期治療を必要とするこどものスポーツチーム入団事業「TEAMMATES（チームメイツ）」を提供していま

す。 

 この度、当事業を通じて、男子プロバスケットボールクラブ「岩手ビッグブルズ」に長期療養中の高

校生がチームの一員として入団致します。入団児は、2022 年 5 月末まで数週間に１回、練習参加や試合

会場でチームメイツのサポート等の活動を行います。今回、岩手県に拠点を置くスポーツチームとの事業

協働、そして高校生の長期療養児の入団は、当事業では初めての取り組みとなります。つきましては 9月

7日（火曜）18 : 00〜 <盛岡グランドホテル>にて入団式を開催致しますので、ご取材いただけますと

幸いです。 

当 TEAMMATES 事業を通して、長期入院を経て退院後も治療・療養生活が続くこどもたちに、仲間ととも

にたくさんのチャレンジを成し遂げる経験を提供することで、自立支援、並びに支える存在をコミュニテ

ィに創出する支援をして参ります。 

 
【写真】過去の入団式の様子 

  
ユニフォーム贈呈の写真撮影 チームメイツ事業の契約書署名 

  
全体集合写真の撮影 試合前の円陣 

 

 

<<ここがポイント>> 

● 岩手県のプロスポーツチームへの長期療養児の入団事業は初めての取組になります。 

● 長期療養児のプロバスケットボールチーム入団は 7 人目になります。 

 



入団式の開催概要 
 
【場所】 盛岡グランドホテル 

住所：〒020-0014 岩手県盛岡市愛宕下 1-10 

※ 車でお越しの方は、敷地内の駐車場に駐車をお願いします。 

【日時】 2021 年 9 月 7日（火曜） 18:00〜19:30（受付 17:40〜） 

【主催】 特定非営利活動法人 Being ALIVE Japan 

 
入団式スケジュール 

 
 
※ 黄色のハイライト箇所が撮影ポイントとなります。 

 

17:40－ 報道会社様・招待客の皆様  受付開始 

17:50 － 18:00 メディア向けの事前説明会 

18:00 － 18:03 司会者挨拶と事業経緯の説明 

18:04 －  入団するお子さんの入場 

18:05 － 18:20 岩手ビッグブルズ 代表取締役社長 水野 哲志（みずの さとし） 挨拶 

 株式会社カネマン 代表取締役 三浦 崇（みうら たかし） 挨拶 

18:20 － 18:27 契約書へのサイン  

ユニフォーム贈呈 

入団選手の自己紹介(司会者からの質問) ※ 写真撮影はお控えください。 

18:27－  18:30 キャプテン 伊藤良太（いとう りょうた）選手から歓迎の言葉 

18:30 － 18:35 入団選手とチームとの写真撮影 

18:35 －  お子さんの退場 

18:40 － 18:50 入団選手とご家族、主催団体の直接取材【事前申請要】 

入団記者会見登
壇者 

 
■ 【入団選手】幅下天悟（はばした てんご）くん 17歳 高校 3年生 

■ （株）岩手ビッグブルズ 代表取締役社長 水野哲志 （みずの さとし） 

■ 株式会社カネマン 代表取締役 三浦崇（みうら たかし） 

■ 岩手ビッグブルズ キャプテン 伊藤良太（いとう りょうた） 

 

 

 

NEW TEAMMATE 
入団選手について  

■ 幅下天悟 （はばした てんご） 

■ 年齢：17 歳 岩手県花巻市在住 (2004年 1月 22 日生まれ） 

■ 背番号：24 
■ 病名： 急性骨髄性白血病  

 
幅下天悟くんは、中学１年生の頃から入退院を繰り返し、長期治療生

活を送っています。中学３年生に復学後、継続的に服薬治療及び通院

治療をし、現在も数ヶ月に１回の通院をしています。 
学校では「早池峰神楽」の部活動に取り組んでいたり、また映像制作

にも関心があり、自分で動画制作をしたりして、日常生活を過ごして

ています。 
治療前からバスケットボールが好きで、プロバスケットボール選手に

なる夢を描いていたため、今回入団を通じて、プロの選手と一緒に活

動できることを楽しみにしています。 
 

 



入団式の取材に関して【事前申込必須】 

 

 

1.取材時への注意・配慮事項について 

● お子さん・ご家族への取材・撮影・掲載に際しましては、事前に主催団体である NPO 法人 Being 

ALIVE Japan に申請が必須です。 

● お子さんとご家族の権利上、事前申請無しの取材・撮影・掲載は禁止されております。 

● 当日取材時、必ず主催団体の担当者が帯同のもと、お子さん本人、ご家族への取材をお願い致しま

す。 

● 病気や治療状況に関するご質問は控えていただき、主催団体にお問い合わせをお願い致します。 

● チームの一員として活動するお子さんの取材をお願い致します。 

● 取材趣旨が活動、及びお子さんとご家族の意向に沿わない場合は、お断りをさせていただくことも

あること、ご了承ください。（お子さんの病気や療養生活に主な焦点を当てた取材は、活動趣旨と

ご家族の意向に沿わないため、お断りをしております。） 

 

2. 記事掲載時への注意・配慮事項について> 

過去に記事掲載後、入団の経緯やお子さんの選定に関してご家族向けに、またご家族の SNS に記事に関

する質問や問い合わせがありました。ご家族の心理的な負担を最小限にする上で、記事掲載に際しまして

は、問い合わせや質問が直接団体にいただけるよう、「当団体（NPO 法人 Being ALIVE Japan）を通じて

お子さんが入団した」と団体名及び経緯を可能な限り、記載のお願いを申し上げます。 

 

3 .新型コロナウイルス感染流行に伴い、取材及び撮影に関しまして 

取材・撮影時は、マスク着用をお願い致します。また体調が不良の方、また職場内で感染症が流行して

いる際は恐れ入りますが、感染した場合ハイリスクの長期療養のお子さんであるため、入団式へのご列席

をお控えいただけますよう、お願い申し上げます。 

取材・撮影時は必ずマスク着用、ソーシャルディスタンスを保ってご撮影・ご取材をお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



<参考資料> 
 

■ TEAMMATES 事業に関して 

TEAMMATES 事業は米国非営利団体 Team IMPACT の事業（大学スポーツチームと慢性疾患のあるこどもの

マッチング事業）を参考に開発されています。こどもはチームの一員として入団し、練習参加や試合会場

でのサポート等、定期的にチーム活動に参加しチームメンバーとの関係構築をします。チームとの繋がり

と経験を通して、長期入院を経たこどもが退院・復学する過程の支援、また長期的に治療・療養を必要と

するこどもの身体面・心理面・社会面の自立支援、そして地域社会の中に長期療養中のこどもとご家族を

支えるコミュニティの創出を支援しています。 

2017 年 11 月に事業を立ち上げ、Jリーグ・Bリーグのプロスポーツクラブ、大学スポーツチームと事業

を実施しており、2021 年 9 月現在、15 名のお子さんの入団が実現しています。今回、幅下天悟選手は、

16人目の入団となります。 

 

■ 特定非営利活動法人 Being ALIVE Japan 

2015 年 4 月より、入院中のこども向けのスポーツ活動の提供をはじめ、2016 年 2 月に特定非営利法人

化。難病や慢性疾患、長期的に治療・療養を必要とするこどもの青春と自立を支援することを目的に、地

元アスリートやスポーツチームと連携し、こどもたちとご家族を支え応援する存在「TEAMMATES」を地域

社会に増やす活動をしています。現在までにスポーツチームとのマッチング事業「TEAMMATES」、病院・

地域の中で長期療養児のスポーツ活動の提供と普及をしています。また新型コロナウイルスの流行に伴い、

ひとや社会との接点が極力制限のある入院治療中のこどもたち、及び自宅で長期療養生活を必要とするこ

どもたちのオンライン支援をアスリートやスポーツチームと協働し、2020 年 5月より定期的に取り組んで

いる。 

 

■ 岩手ビッグブルズに関して 

〒020-0025 岩手県盛岡市大沢川原 3-5-11 

TEL：019-622-6811 / FAX：01-622-6812 / Email：info@bigbulls.jp 

Homepage：https://www.bigbulls.jp/ 

 

岩手ビッグブルズは、2010 年に岩手県で生まれたプロバスケットボールチームです。 

東日本大震災の復興と共に歩み続け、2020-21 シーズンでクラブ設立 10 周年を迎えました。設立当時から、「復

興のシンボルであり続ける」という強い想いを持って活動しています。B3 優勝を目指し、支えてくださる皆様と共に

戦い抜きます。 

 

■  株式会社カネマンに関して 

〒020-0832 岩手県盛岡市東見前 9-18 

TEL：019-613-3356 / FAX：019-613-3357  

 

岩手県内で遊技場「カネマン」8 店舗の経営。飲食事業として盛岡市で「蕎麦ブラザーズ」及び遊技場内食堂「傾

奇家」の経営。プロバスケットボール B3 リーグ「岩手ビッグブルズ」運営サポート。 

弊社では「笑顔、感謝、思いやり」を社訓としており、今回のプロジェクトを通じて子供たちに笑顔を、チームや応援

していただける皆さんへ感謝を、そして私たちと関わる方全てに思いやりを実現できればと思い、プロジェクトに参

画いたしました。皆さんも一緒に応援していただければ嬉しいです。 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

【お問合せ先】特定非営利活動法人 Being ALIVE Japan 

  〒154-0013 東京都世田谷区駒沢公園 1-1 Tote駒沢公園 301 

  TEL  : 03-6432-3068 （携帯（北野）：080-3411-4210） 

   Email: press@beingalivejapan.org 

   Homepage: http://www.beingalivejapan.org 

 

 

 



ご取材申込書 

【送付先】特定⾮営利活動法⼈ Being ALIVE Japan 

e-mail︓press@beingalivejapan.org 

FAX︓03-6432-3068 
事前準備のため、ご多忙の折誠に恐れ⼊りますが 取材のお申し込みは 9 ⽉ 6 ⽇（⽉曜）正午までに 

メール、または FAX にてご連絡くださいますよう、お願い申し上げます。 

 

 

 

 

 
 

 

 

貴社名  

貴メディア名  

ご⽒名  

同伴者名  

TEL   :   

メール︓  

取材⽅法︓ □ムービー  □スチール □ペン 

直接取材希望 □⼊団選⼿・ご家族   □岩⼿ビッグブルズ 

□ 主催団体 Being ALIVE Japan 

掲載予定     年    ⽉    ⽇頃予定 

 

 

  				■日時：2021 年 9 月 7 日（火曜） 18:00－19:00 
受付時間        					17:40－ 
入団式          18:00－18:35 
直接取材         18:35－19:00 

■会場：盛岡グランドホテル 
■住所：	〒020-0014	岩手県盛岡市愛宕下１−１０ 


