第７０回記念全国青年大会

第２回諸連絡
２０２２年１０月２１日（金）
～魅力ある大会を創り出すために、必ずお読みください～

日本青年団協議会

第７０回記念全国青年大会

内

第２回諸連絡

容

◆連 絡 事 項
請求について
１． 請求書について
２． 保険料について
３． 棄権や入れ替え登録をした場合の支払いについて
４． キャンセルおよび負け帰り・勝ち残りの宿泊対応について
大会開催にあたって
１．本部の設置について
２．大会日程について
３．運営協力員会議の実施について
４．日本青年館で行われる競技、企画について
５．新型コロナウイルス感染症対策について
種目別連絡事項
１．種目別監督会議への出席について
２．一部種目の変更について
３．種目別の連絡について
その他
１．記念品・プログラムの配布について
２． 物販販売について
３． 大会速報について

◆別添参照

※大会名は省略しています。

・大会日程表
・ホール公演のご案内 チラシ
・新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う対応について
・健康チェックシート
・新型コロナウイルス感染症拡大防止種目別ガイドライン一覧
・大会開始前の感染者及び濃厚接触者の参加可否について
・全青大発第４２号 一部種目の変更について
・全青大発第４２号 別添 一部種目変更に伴う規定
・各種目別競技会場における撮影について
・全青大発第３９号 バスケットボール競技について
・全青大発第４６号 フットサル競技監督会議のご案内並びに大会運営上のお知らせ
・全青大発第４７号 「写真展・生活文化展」に関する諸連絡について
・全青大発第４８号 舞台発表に関する諸連絡について
・記念品販売のご案内、申込書

請求について
今大会参加にあたる参加費、大会運営費、保険料について記載しております。

１．請求書について
別途送付の請求書にもとづき、１１月１０日（木）までにお支払いくださいますようお願いい
たします。お振込みの際には、必ず振り込みをする団体名（都道府県選手団の場合は選手団名、
チーム単位で支払う場合はチーム名）にてお振込みください。
なお、剣道競技の大会運営費、保険料については、大会本部より（公財）全日本剣道連盟に一
括して請求いたしますので、請求金額には含まれておりません。
また、派遣窓口によって請求書の送付先が異なりますので、お近くの派遣窓口までご確認くだ
さい。

２．保険料について
１０月１６日付第１回諸連絡でご案内しております通り、参加者数の変動に伴い料金に変更が
ございます。何卒ご容赦ください。
◆申込締切前に提示していた額

→

◆申込締め切り後確定した額

２７８円

２９５円

３．棄権や入れ替え登録をした場合の支払いについて
棄権や入れ替え登録をした場合の支払いについては、下記に基づいて請求書をお送りします。
Ａ：ケガや病気などにより選手が参加できなくなり、１０月１４日（金）までに診断書の提出に
よって登録を抹消されたチームまたは個人
①参加費・②大会運営費・③保険料
……お支払いの必要はありません。
Ｂ:ケガや病気以外の理由により選手の一部が棄権したが、
種目別監督会議までに選手の入れ替え登録を行い出場するチーム
①参加費・②大会運営費・③保険料
…… いずれも当初の申込み人数分をお支払いいただきます。
Ｃ：ケガや病気以外の棄権、または１０月１５日（土）以降に棄権したチームまたは個人
①参加費・②大会運営費・③保険料
…… いずれもお支払いいただきます。
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４．キャンセルおよび負け帰り・勝ち残りの宿泊対応について
宿泊をキャンセルされる際の対応は下記１）～３）のとおりです。なお９月２８日付【第７０回記
念全国青年大会宿泊等申込用特設サイトおよび宿泊申込のご案内】でご連絡しています通り、負け帰
りの場合についても下記のとおりキャンセル料が発生いたしますので、お泊りになる対象の宿泊施設
のご案内をご一読ください。
１）日本青年館ホテル（１０月１９日付【日本青年館ホテルご利用案内】より抜粋）
※９月２８日付のご案内内容から変更になっております
ご宿泊当日のお取り消しは 100％のキャンセル料を申し受けます。ご宿泊の変更につきましては、前
日 15 時までに道府県選手団宿泊責任者の方がホテルフロントにお申し出ください。日程変更に伴いシ
ングルユースが発生した場合は、シングル料金を適用いたします。
※チーム・個人からのご連絡は受け付けませんのでご徹底ください。
２）国立オリンピック記念青少年総合センター（ＮＹＣ）
宿泊確定後、下記のキャンセル料金を頂戴いたします。宿泊決定後にキャンセルされる際は、大会
本部へ、下記の時間までにご連絡ください。なお、大会本部から宿泊先の調整をお願いする際には頂
戴しません。
・宿泊開始の 20 日前～8 日前 16:00 まで

（宿泊料の）50%

・8 日前 16:00 以降～前日 16:00 まで

（宿泊料の）70%

・前日 16:00 以降、宿泊開始の当日、無連絡取り消し、不泊

（宿泊料の）100%

３）その他のホテル
※下記ホテルに宿泊される方は本項目をご覧ください
・赤坂陽光ホテル
・東横イン昭島駅南口
・サンシャインシティプリンスホテル

・マロウドイン赤坂

・品川プリンスホテル

・ホテルリブマックス東京綾瀬駅前

・スマイルホテル東京綾瀬駅前
（１）キャンセル手続きおよびキャンセル料の取り扱いについて
キャンセルは、指定旅行業者までお願いします。取消日は、指定旅行業者の営業日および営業時間
内（平日 17:30 まで、土日祝休み）に、解除する旨をお申し出いただいた時を基準とします。
その際、下記のキャンセル料金を頂戴いたしますのでご確認ください。
（参考）株式会社日本旅行のキャンセル規程 抜粋
・宿泊開始の 20 日前～8 日前まで
・宿泊開始の 7 日前～2 日前

（旅行代金の）20%
（旅行代金の）30%

・宿泊開始の前日
・宿泊開始の当日

（旅行代金の）40%
（旅行代金の）50%

※11 月 11 日（金）17:00 以降に体調不良や負け帰りなどによってキャンセルされる場合、指定
旅行業者が営業時間外となりますので、100%のキャンセル料をもらい受けます。その場合は、
ホテルにご迷惑をおかけすることにもなりますので、キャンセルが確定した時点で宿泊本部
までご一報ください。
（下記「キャンセルの取り扱い例」を参照のこと）
・無連絡の取り消し及び不泊

（旅行代金の）100%
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＜日本青年館ホテル・ＮＹＣ以外におけるキャンセルの取り扱い例＞
（例１）11 月 11 日（金）から宿泊開始予定、11 日（金）16:30 にキャンセル連絡の場合
「宿泊開始の当日 キャンセル料 50％」をもらい受けます。下記指定旅行業者窓口までご連
絡ください。
（例２）11 月 11 日（金）から宿泊開始予定、11 日（金）18:00 にキャンセル連絡の場合
宿泊当日のキャンセル連絡ではありますが、「指定旅行業者が営業時間外 ⇒ キャンセル
料 100％」をもらい受けます。下記ＮＹＣ宿泊本部までご連絡ください。
（例３）11 月 12 日（土）から宿泊開始予定、11 日（金）16:30 にキャンセル連絡の場合
「宿泊開始の前日

キャンセル料 40％」をもらい受けます。下記指定旅行業者窓口までご連

絡ください。
（例４）11 月 12 日（土）から宿泊開始予定、11 日（金）18:00 にキャンセル連絡の場合
宿泊前日のキャンセル連絡ではありますが、「指定旅行業者が営業時間外

⇒

キャンセル

料 100％」をもらい受けます。下記ＮＹＣ宿泊本部までご連絡ください。
（例５）大会日程が 11 月 13 日（日）までのため、12 日（土）の夜の宿泊を申し込んでいたが、12
日（土）の試合等で敗退したため、12 日(土)中に帰途につくべく、予定を変更し 12 日（土）
の宿泊をキャンセルする場合（負け帰りの場合）
宿泊当日のキャンセル連絡ではありますが、「指定旅行業者が営業時間外

⇒

キャンセル

料 100％」をもらい受けます。下記ＮＹＣ宿泊本部までご連絡ください。
可能な限りキャンセルを避け、翌日は同じ都道府県から出場する仲間の応援や、観光等に充
てられることを推奨いたします。
（例６）11 月 11 日（金）から 13 日（日）まで２泊する予定だったが、急遽仕事の都合で、宿泊予
定のうち１名が帰宅することが 12 日（土）の午前中に確定した場合
宿泊当日のキャンセル連絡ではありますが、「指定旅行業者が営業時間外
料 100％」をもらい受けます。下記ＮＹＣ宿泊本部までご連絡ください。

⇒

キャンセル

４）勝ち残りの宿泊対応について
勝ち残りのため宿泊先が必要になったことが確定した時点で、急ぎ下記ＮＹＣ宿泊本部まで【都道
府県名・種目名およびチーム名・宿泊人数（性別含む）・宿泊希望のホテル名・その他連絡事項等】
をご連絡ください。各ホテルには、今大会用に特別な料金を設定いただいておりますので、ＮＹＣ宿
泊本部にてホテルの空き状況等も確認のうえ、宿泊の可否をお返事いたします。ホテルへの直接のご
相談はお控えください。
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◆日本青年館ホテルの宿泊に関するお問合せ

日本青年館ホテル
〒160-0013

（担当：小川）

東京都新宿区霞ヶ丘町 4-1

TEL 03-6452-9020

FAX 03-3405-5830 E-mail r.ogawa@nippon-seinenkan.or.jp

◆ＮＹＣ並びに 11 月 11 日（金）17:00 以降の宿泊のキャンセル対応（日本青年館ホテルを除く）に
関するお問合せ
ＮＹＣ宿泊本部 （担当：早川、棟居）

〒151-0052

東京都渋谷区代々木神園町 3-1

国立オリンピック記念青少年総合センター

センター棟 414

TEL:080-3385-4905
◆その他のホテルへの宿泊に関するお問合せ（11 月 11 日（金）17:00 まで・11 月 14 日以降）

（指定旅行業者）株式会社日本旅行 九州法人支店（担当：川村、日野、阿高）
〒812-0011

福岡県福岡市博多区博多駅前３－２－１

Tel 092-451-0606 Fax 092-451-0550
営業時間 平日：9:30～17:30

５Ｆ

E-Mail nta_zenseitai2022@nta.co.jp

土日祝日は休み

- 2 -

大会開催にあたって
今大会を開催するにあたり、大会概要や今大会の特徴について記載しております。

１．本部の設置について
１）大会期間中の大会本部設置について
大会本部の連絡先及び担当者は下記の通りです。大会期間中に主催者との協議が必要なトラブル等が
発生した場合、チーム代表者・都道府県選手団代表者は大会本部にお越しいただきますようお願いし
ます。
担 当 者 名

四至本（ししもと）

住

所

〒160-0013 東京都新宿区霞ヶ丘町４－１

建

物

日本青年館５階 日本青年団協議会内

電 話 番 号

03-6452-9025

携 帯 番 号

080-3385-4911

メールアドレス

jsc_zenseitai@dan.or.jp

Ｆ

03-6452-9026

Ａ

Ｘ

本部設置時間

11 月 11 日（金）9 時～21 時
12 日（土）7 時～22 時
13 日（日）7 時～21 時
14 日（月）8 時～16 時

２）大会期間中のＮＹＣ（国立オリンピック記念青少年総合センター）宿泊本部設置について
担 当 者 名

早川（はやかわ）・棟居（むねすえ）

住

所

〒151-0052 東京都渋谷区代々木神園町 3-1

建

物

センター棟 414

携 帯 番 号

080-3385-4905

本部設置時間
（予定）

11 月 11 日（金）～14 日（月）

※ＮＹＣにご宿泊を予定されている方については、担当者から宿泊担当者に後日ご連絡します。

２．大会日程について
大会日程は別添の通りです。スムーズな運営にご協力いただきますようお願いいたします。
※別添【第７０回記念全国青年大会日程表】参照
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３．運営協力員会議の実施について
この度、運営協力委員を推薦いただき、ありがとうございました。
当初予定しておりました説明会の会場と変更となりましたので、お間違いのないようお気を付けくだ
さい。
・運営協力員会議（説明会）
１）日 時：１１月１１日（金）１６：００～１７：００（予定）
２）会 場：日本青年館５階 会議室

４．日本青年館で行われる種目・企画について
１）芸能文化の部種目
全国より写真展・生活文化展、意見発表、舞台発表の４種目へ選手が参加し、大会を盛り上げてく
れます。日本一をめざして大会へ参加するチームがいるのはもちろんのこと、全国の仲間に見てもら
いたいという想いで大会に参加されるチームも数多くあります。
選手団のみなさまには、お誘い合わせの上、同じ選手団の仲間の発表はもちろんのこと、全国から
集まった仲間の発表及び作品を一つでも多くご観賞いただきますようお願いいたします。
２）ゲスト公演
日本青年館ホールは、全国各地から日頃の芸能文化活動に勤しむ地域青年の活躍の場であると同時
に、俳優業を生業にしている方々にとってひとつの目標ともなる舞台でもあります。
そこで、全国の地域青年がお互いに交流しあう本大会開催期間中に、特別公演を実施し、より多く
の参加者や来館者に、時間を余すことなく楽しんでいただけるような場をつくります。
① 実 施 日

２０２２年１１月１２日（土） １３時３０分～ 劇団ＳＡＫＵＲＡ前戦 様
２０２２年１１月１３日（日） １４時３０分～ 自己批判ショー 様

② 実施場所

日本青年館ホール

③ 発表団体紹介

劇団ＳＡＫＵＲＡ前戦 様
ストーリー性重視の分かりやすい芝居」を創作することを目的とし、福岡で
1998 年に創立。特に殺陣(チャンバラ)を織り込んだ派手な舞台を得意としてお
り、2011 年 7 月からは東京に拠点を移し、国内外の劇場で精力的に活動中。
当日は、殺陣の披露やレクチャーなども予定。
自己批判ショー 様
1995 年に旗揚げし、「見てくれた人、関わってくれた人に元気と笑顔を」を
コンセプトに茨城県の動くパワースポット、コント劇団として活動中。
当日は、大人としての品格や社会人としての尊厳をどこかで見失い、色々拗
らせた面倒くさい中年たちの全国大会をコントショーとして発表します。

※別添【第７０回記念全国青年大会ホール公演のご案内 チラシ】参照
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３）メモリアルムービーへのご協力のお願い
「このひと時を、今もこれからもつないでいこう」をテーマに大会期間中に行います。参加選手・
応援団・観覧者など大会に関わる人たちに大会の写真や動画をＳＮＳで「#zenseitai70」と投稿文に
付けて発信していただき、第７０回記念全国青年大会をアピールしていきましょう。
ＳＮＳで投稿された写真や動画は大会終了後にひとつの動画にまとめ、大会を振り返る記念動画と
して日青協のＳＮＳで公開し、大会の様子を多くの人に届けてまいりますので、ご理解・ご協力のほ
どよろしくお願いいたします。
① 募集対象
a. 対象者
・全国青年大会出場予定者（都道府県単位、チーム、個人でも可） ・応援団（都道府県等）
・観覧者（来館者）ほか
b. 対象媒体
Twitter、Instagram、Facebook、YouTube
※ストーリーは一定期間を越えますと削除されてしまうため、投稿機能をご活用ください。
② 応募方法
１１月１０日（木）から１５日（火）にかけて、指定の媒体で「#zenseitai70」をつけて画像・
動画を投稿してください。
※できる限り映像に盛り込みますが、全ての投稿が本企画に反映できるとは限らないことをご理解
のうえ、ご協力のほどお願いいたします。
③ 公開
a.日時

２０２２年１１月下旬

b.方法

YouTube「日本青年団協議会執行部」より公開いたします。
公開される動画のリンクは、日本青年団協議会の各種ＳＮＳでも投稿予定です。

５．新型コロナウイルス感染症対策について
新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策については、主催者及び各競技連盟・協会、各会場、そ
の他関係機関のガイドライン、ならびに自治体からの要請等に沿って実施します。
また、本大会に出場する体育の部・芸能文化の部の参加者（アシスタントコーチ、マネージャー、
監督等）、スタッフ（役員、運営委員、審査員等）は、健康チェックシート（９月１６日付第１回諸
連絡における『感染対策同意書』の意）に大会１４日前までの体温等を記入し提出をお願いいたしま
す。記入した健康チェックシートは、１１月１１日（金）までに（監督会議がある場合は監督会議に
て事務局が回収）大会本部へご提出ください。選手団役員や監督会議を１１月７日（月）に終了して
いる場合は、大会本部または宿泊本部までご提出いただくか、健康チェックシートのスキャンデータ
（文字や数字が読みとれるのであれば携帯カメラでの撮影も可）を大会本部までご提出ください。
詳細なコロナ対策については、別添をご覧ください。
※別添【第７０回記念全国青年大会 新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う対応について】
【第７０回記念全国青年大会 健康チェックシート】
【第７０回記念全国青年大会新型コロナウイルス感染症拡大防止種目別ガイドライン一覧】
【緩和措置について】参照
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種目別連絡事項
大会開催にあたり、種目に関する連絡事項を記載しております。

１．種目別監督会議への出席について
近年、各種目の監督会議に各選手団役員のみが出席するケースが目立ちます。そのため、大会当日
に監督会議で話し合われた内容がチームに徹底されておらず、該当チームからの問合せ等に大会本部
が追われることが年々増え大会運営に支障を来しております。各種目の監督会議には種目責任者が必
ず出席するようにしてください。やむを得ない理由がない限り、種目代表者の出席（選手団役員の同
席可）をお願いいたします。
監督会議に出席できないと事前連絡をしてくるチームがありますが、監督会議の欠席は認められま
せん。必ずご出席いただき、チーム内での情報共有の徹底をお願いします。監督会議を欠席すると、
出場できない場合もありますのでご注意ください。

２．一部種目の変更
９月３０日の申込締切を経て、大会本部では申込状況を集約いたしましたところ、一部の種目で開
催要件となる体育の部８チーム、芸能文化の部２チーム（点・名）を満たしていないことが判明しま
した。参加希望者がいない種目、または交流種目の場合は参加しないと判断し、試合が実施できない
と判断した種目については交流試合等を行わないこととします。
詳細については、別添をご覧ください。
※別添【全青大発第４２号 第７０回記念全国青年大会の一部種目の変更について】
【全青大発第４２号別添 第７０回記念全国青年大会一部種目変更に伴う規定】参照

３．種目別の連絡について
種目別に記載しておりますので、ご確認ください。
＜バスケットボール＞
※別添【全青大発第３９号第７０回記念全国青年大会バスケットボール競技について】参照
＜フットサル＞
※別添【全青大発第４６号フットサル競技監督会議のご案内並びに大会運営上のお知らせ】参照
＜写真展・生活文化展＞
※別添【全青大発第４７号「写真展・生活文化展」に関する諸連絡について】参照
＜舞台発表＞
※別添【全青大発第４８号第７０回記念全国青年大会 舞台発表に関する諸連絡について】参照
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その他
今大会を開催にあたって、その他の部分について記載しております。

１．記念品・プログラムの配布について
本大会のプログラム及び記念品を、各種目の監督会議で各チーム分配布いたします。また、各選手
団の選手団役員については下表の配布先にてお渡しいたします。お手数をおかけいたしますが、大会
本部までお越しいただきますようお願いいたします。
◆選手団役員への配布先一覧
対象者

配布場所

日本青年館ホテルに宿泊される方

大会本部（日本青年館５階）

ＮＹＣに宿泊される方

ＮＹＣ宿泊担当者会議（セ４０５）

その他のホテルにお泊りの方

各ホテルのフロント

当日ご宿泊されない方

大会本部（日本青年館５階）

◆記念品について
７０回目を記念する本大会では、参加者が大会の機運を高
め、地元に帰った時に本大会を思い出してもらえるよう、記念
品を製作しています。
木材は、昨年度大会「郷土芸能」で優勝した「椎葉神楽」の
地元が宮崎県東臼杵郡椎葉村産のものを使用していますので、
本大会参加者のみなさまに記念品を進呈いたします。
写真はイメージです。個包装にてお届けします。→

２．物販販売について
１）記念商品（スポーツ用品）の販売について
株式会社ＤＵＰＥＲ様が、本大会への参加者の皆様に向けた記念商品を販売いたします。
１１月１２日（土）から１３日（日）東京体育館メインアリーナにて、大会名が記載されてい
るＴシャツやタオルを販売いたします。申込書に１０月２０日までと記載されていますが、期日
を過ぎていても、事前にご連絡いただきますと、当日の受け渡しがスムーズになりますので是非
事前にお申し付けください。当日売り切れてしまった場合は、後日納品も可能ですので、販売所
までお立ち寄りください。
・お問合せ先
株式会社ＤＵＰＥＲ
〒130-0005 東京都墨田区東駒形 3－9－9
TEL:03-6240-4112 FAX:03-3625-5223 MAIL: duper@piano.ocn.ne.jp
※別添【第７０回記念全国青年大会記念品販売のご案内】参照
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２）記念品・プログラムの販売について
登録選手・選手団役員以外にプログラムや記念品をご希望の場合は大会期間中に大会本部にて販
売いたします。
また、１３日（日）には日本青年館ホールの入口でも販売を予定しておりますので、是非お土産
としてもご購入ください。

３．大会速報について
大会専用の Twitter アカウントにて、各試合の速報結果をお届けいたします。その他にも耳寄りな
情報等最新情報をお届けいたします。事前に「いいね」や「フォロー」をお願いいたします。
・ユ ー ザ ー 名 ：zenseitai_sokuho
・ユーザーＩＤ：@ZenseitaiSokuho
・Ｕ

Ｒ

Ｌ ：https://twitter.com/ZenseitaiSokuho

・Ｑ Ｒ コ ー ド ：右記参照
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