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8月 2日 (木)～ 8月 12日 (日 )

ナスバ。スタジアム(成田市)

秋津野球場(習志野市)

ゼットエーボープレ ―ヾク(市原市)

趾贔盆賣黎 ZOZOマリンスタジアム(千葉市)

■はR■亥 世界16ヵ国。地域(16チーム)

③「冊 琳 [愈受付時間10:00～ 17:00

土 日 祝日を除く

FA× :043(445)8823

E‐rnail:softbaH@ye‖ create.co口jp

〒2620033 千葉県千葉市花見川区幕張本郷 1‐ 3‐ 5

株式会社エール クリエート内

■主催/世界野球ソフトボール連盟

■主管/公益財団法人日本ソフトボール協会、千葉県ソフトボール協会

■実施/第 16回世界女子ソフトボール選手権大会組織委員会

■協力/千葉県、千葉市、成田市、習志野市、市原市



[A.大会ボランティア]活動内容のご紹介

スポーツコィレクター Ｑ
≪

イベントオ磋椰一ター

8名

スタジアムの本部で、電話対応、事務補助、ADカードの発行サポートなどを行う
※ADカード=アクレデイテーションカード。大会関係施設やエリア内に進入する際に必要な個人発行の
ノヽスボートのようなもの。ストラツプ仕様で常に見えるように携帯する。

仁巫逹頷慇靱 4名

ウエア等配布物の在庫管理、トランシーバーの配布管理、文具・用紙など消耗品の補充

10名

ボランティアリーダーとして、スタジアムのボランティア事務局補助、出席受
付、シフト管理、活動助言など

報道・放送関係者の受付、資料コピー・配布、プレスルーム・記者会見インタ
ビュー場の運営補助など

各国の選手やメディア、スタッフが交わる国際スポーツイベントの裏
方を知りたい、スポーツボランティアとして経験を積みたいという方

どんなイベントも基本は同じ。国際イベントを経験すれば、スポ
ーツボランティアとして今後いろいろな場面で生かせます

数名のチームを組織し、スタジアム全体をカバーした巡回活動。待機列、障
がい者、病人・|ナが人の対応など

16名

施設内各地点で、関係者のパスに記載されたアクセス許可番号をもとに、通
行可否を判断

颯冬懃藤黎隧贅m12名
関係者駐車場や一般駐車場での車両誘導、駐車MAPの配布など。警備会社
スタッフのサポート活動

6名

スタツフ用お弁当の受取り・お渡し・回収管理、VIK飲料や氷の受取り・デリバ

リー・在庫管理など

スポーツ劉嘲量4ヶ―ター
16ヶ国が出場する国際大会で、言語や専門分野を生かした活
動がしたい方へ

メディア関連場所での英語対応を行う。活動内容はスポーツディレクターの
メディア対応サポートと同様

メディア関連場所でのスペイン語対応を行う。活動内容はスポーツディレク
ターのメディア対応サポートと同様

2名

パソコン、プリンタ、電話・FAX機、WI FiネットワークなどIT関連機器の相談受
付、トラブル対応など

2名

公式記録カメラマンとして本部の指定するシーンの撮影を行う

6名

8名

―スポーツホスピタリティ
お客様とふれあう活動。開催国・開催都市の立場として、あなた
のホスピタリティマインドが大会の成功と感動に直結します

16名

1塁側入日、3塁側入口において、チヶットもぎりや荷物チェック、再入場者
の対応など

熙堡懃逹Iプ鬱12名

スタンド席や芝生観覧エリアでの安全管理、ファウルボール拾い、観戦エリア
案内、ゴミの分別など

4名

総合案内所窓口対応。大会や試合の情報提供
シヨツプ案内など

問合せ照会、交通案内、飲食

8名

オフィシャルショップにて大会プログラム、ウェァ・グッズなどの商品販売補
助、在庫管理を行う

1名

1名

磯 聰

※活動カテゴリーはE～■から一つのみ選択可.人数は1シフト当たりの募集人数 (人数変更となる場合あり)
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[A田大会ボランティア][B日応援ボランテイア]募集要項
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応募締切後、応募者が定員を越えた場合は選考のうえ4月 中旬までに活動可否を
メールにて通知します。特定会場にお申込みが集中した場合、他会場での活動を
ご相談させていただく場合があります。

旱  C開 開会式や試合間のグラウンド上での応援 歓迎 交流活動、パフォーマンス

披露

ごチーム対象の日本文化体験プログラムなどの交流機会提供
来こ不弓な点は、当ボランティア事務局にお問合せください。

旱  インターネットもしくは垂「送

インターネット

大会ホームページからお申し込みください。

http://wsvvc201 8chiba com
※はがき FAXによる受付はできませんのでご注意ください。
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第16回世界女子ソフトボール選手権大会

試合会場において、観客の案内 誘導、入場口対応、言語対応、駐車場の案内、大

会関係者や報道関係者への対応、インフォメーション、ボランテイアリーダーほ

か、運営に関することに携わります。

※詳しくは「大会ボランティア活動内容の紹介Jをご覧ください。

活動は各会場から1つお選びください

2018年8月 2日 (木 )～ 11日 (土)ナスバ スタジアム

2018年8月 3日 (金 )～ 11日 (土)秋津野球場

2018年8月 3日 (金)～ 11日 (土)ゼットエーボールバーク

2018年8月 10日 (金 )～ 12日 (日 )ZOZOマ リンスタジアム

※各会場に予備日(雨天順延等がなければ休み)が含まれています。

詳しくは申込書をご覧ください。

活動希望日の試合数により異なります。詳しくは申込書をご覧ください。

1日 2試合以内の場合、原則1シフト制 8時間以内

1日 3試合以上の場合、原則2シフト制(前半/後半)各 8時間以内

2018年 1月 9日 (火 )9100～ 3月 9日 (金 )12:00

※郵送の場合、3/9当 日消印有効。

各会場1日 250名程度

※募集定員は、変更となる場合があります。

1人もしくはグループ

1人

グループ(2～5人で、全員が同会場 同日程で活動を希望される方)

※活動カテコリー 役割はグループ内で異なつてもかまいません。

※グループ構成は、会社 学校 家族 友人など自由です。

※グループの場合も1人につき1枚の参加申込書が必要です。

※グループの場合もメンバー全員の方に4月 下旬に開催されるボランティア請習

会に参加していただきます。

※一部、高体連などの団体参加があります。

2018年4月 1日 時点でで15歳以上の方(中学生は参加不可)

2018年4月 1日 時点で18歳未満の場合、保護者の同意が得られる方
※お申込み受付が完了した時点で同意を得たものとみなします。

3日 以上活動可能な方

活動日に、指定の場所 日寺間で活動が可能な方

4月 下旬のボランティア講習会に参加が可能な方(日程後述)

日本語以外を母国語とされる方は、日本語の日常会話と読み書きが可能で

あること

大会ボランティア事務局とメール連絡が可能な方

猛暑が見込まれる為、自己の健康管理ができ、安全に活動を行える方

ボランティア参加注意事項を連守し、活動できる方

(言語対応〉英語が日常会話レベル以上の方

黎  |ボランティア活動マニュアル

ボランテイア用ウェア、キャップ

昼食(時間によっては夜食)

活動証(大会終了後)

※交通費、その他報酬の支給はありません。

蜀   ナスパ スタジアム

中台運動公園体育館(成田市)

2018年4月 30日 (祝 月)

秋津野球場/ゼットエーボールバーク/ZOZOマリンスタジアム

千葉県総合スポーツセンター(千葉市)

2018年4月 27日 (金)4月 28日 (土 )4月 29日 (日 )

罐蓮透桑蕃曇抒タ インターネットもしくは郵送
インターネット

大会ホームページからお申し込みください。

http://wswc201 8chiba com

郵送(申込書は大会ホームベ=ジからもダウンロァドできます)

第16回世界女子ソフトボール選手権大会 ボランティア事務局

〒262‐0033 千葉県千葉市花見川区幕張本郷 1‐ 3‐5大岩ビル3階
※申込書に必要事項を記入のうえ、上記宛てに郵送してください。
※はがき FAXによる受付はできませんのでご注意ください。

⑫活動カテゴリーは1つしか選べません。役割は一部を除き大会ボランティア事務局で決定し

ます。

●申込後の希望会場 希望シフトの変更はできません。

●グループでお申し込みの場合、申込後のメンバー変更はできません。

●活動途中の早退、途中からの参加はできません。

○やむを得ない事情により申込みをキャンセルされる場合、事務局まで必ずご連絡をお願いし

ます。

●ご登録のメールアドレス宛にボランティア活動に関するご案内を送信します。

0大会やボランティアに関する情報は随時大会公式サイトにてお知らせします。

0大会での活動、ボランティア講習会 リハーサル大会 専門研修などに参加するための交通費

の支給はありません。

①主催者が傷害保険に一括加入します(個人負担はありません)。 保険の適用範囲は契約内容

に基づくものとし、主催者の指示を遵守しなかつた場合や不適切と判断された場合には、適

用することができません。

◎活動日に荷物を預ける場所はありません。貴重品を含め、荷物は各自で管理し、盗難や紛失

に十分ご注意ください。貴重品 荷物の紛失に関しては、主催者は一切の責任を負いません。

0あらかじめ、動きやすい格好で活動場所に集合してください。

○ボランティア活動中の映像 写真 言己事 言己録等のテレビ 新聞 雑誌 インターネット等への

掲載権 肖像権は主催者に属します。また、主催者が発行する媒体において氏名を掲載する

場合があります。

0既往症などにより、活動に不安がある場合は主治医などに必ず相談のうえ、お申込みくださ

い 。

鬱ご応募いただいた参加申込書はお返しできませんので、コピー等を必ず保管ください。

●募集要項は、予告なく一部変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

中活動カテゴリー、活動日、時間はご希望に副えない場合がございます、予めご了承ください。

③会場までは、公共交通機関、シャトルバス (ナスパ スタジアム、ゼットエーボールバークのみ )

をご利用ください。

鍾醸萱藝暑曇襲夢 郵送
「団体名J「プロフィールJ「活動内容」「連絡先」と、活動写真や資料などがあれば
一緒に、下記ボランティア事務局宛に郵送してください。(書式は問いません)

第16回世界女子ソフトボール選手権大会 ボランティア事務局

〒262-0033 千葉県千葉市花見川区幕張本郷 1‐ 3‐5大岩ビル3階

{馨墓藝垂嚢轟夢 2018年 4月末

椰  A大会ボランティアとの同時応募はできません。

大会の開催には、ボランティアの皆さまの力が不可欠です。チーム“ちば"として一体感をもつて、それぞれの役割を心から楽しんで活動し、大会を盛り上げ成功ヘ

導くため、ボランティアのネーミング(愛称)を募集します。参加のお申込みと一緒に、ネーミングのエントリーも是非お待ちしています。

採ヽ用された方には、ホームページでの発表、プログラムヘの記載、公式イベントヘの参加、ほか特典を予定
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秋津野球場
千葉県習志野市秋津3-7-2

11:ル ;筆11

【」R京葉線 新習志野駅】

O徒歩 10分

〇京成ハス津田沼駅行き(第七中学校経由)に て「秋津運

動公園入口J下車、徒歩5分

0ハッビーバス京成津田沼駅行きにて「秋津運動公園入

口J下車、徒歩5分

【」R総武線 津田沼駅】

0京成バス新習志野駅行き(第七中学校経由)に て「秋津

運動公園入口」下車、徒歩5分

【京成線 京成津田沼駅l

Oハッピーバス海浜公園行きにて「秋津運動公園入口J下

車、徒歩5分

ゼットエーボールバーク
千葉県市原市岩崎268

黎 大会期間中、シヤトルバスを運行

【」R内房線五井駅】
O西回より、徒歩約30分

O西口より、小湊バス (姉ケ崎駅西口行き)

O西口小湊バス乗場より、夏季大会期間中臨時バス運行

【」R内房線 姉ケ崎駅】

0西口より、小湊バス 五井駅西口行きで「吹上通り角J下

車、徒歩約10分 (土 日は運行本数が少ないのでご注

意くださし,

ナスパ・スタジアム

千葉県成田市―坪田410-1

燭圏饉務大会期間中、シャトルバスを運行
【」R京成線:京成成田駅】下車、中央回より

I千葉交通バス】

Oバス②番線(吉 岡経由佐原方面)に て「吉岡大慈恩寺

前J下車、徒歩25分

【コミュニティバス津富浦(つぶうら)ルート1

0「 B&G海洋センター前J下車、徒歩5分

O「大栄診療所」下車、徒歩約22分

ZOZOマ リンスタジアム

千葉県千葉市美浜区美浜1

魃
【」R京葉線 海浜幕張駅】

0徒歩15分

0バス6分 (プレナ幕張マリーンズストア海浜幕張店前よ

り、ZOZOマリンスタジアム行き)

【」R総武線 幕張駅1

0ノ スヽ15分 (②乗場より、ZOZOマリンスタジアム行き)

【」R総武線/京成千葉線 幕張本郷駅】

Oバス20分 (O乗場より、ZOZOマリンスタジアム行き)

【」R総武線 稲毛駅】

〇バス30分 (⑤乗場より、海浜交通バスZOZOマ リンスタ

ジアム行き)

蘇 世界野球ソフトボール連盟(WBSC)が主催する女子ソフトボールの世界

一決定戦です。第1回大会は1965年にオーストラリア・メルボルンで開

催され、現在は2年ごとに行われています。これまで日本では、1970年

に大阪市長居陸上競技場の特設球場、1998年に静岡県ソフトボール場

でそれぞれ開催されました。そして日本で20年ぶりとなる第 16回大会

は、2018年 に千葉県で開催されます。

予選ラウンドは、出場 16チームを2つのグループに分け、1回総当たり戦

を行います。各グループ上位4チームが決勝ラウンドに進出、決勝ラウン

ド進出を逃したチームは順位決定戦に入ります。

2008年北京オリンピックで女子ソフトボール日本代表は悲願の金メダ

ルを獲得しました。その後、正式種目から除外されましたが、東京2020大

会で見事復帰が決まりました。

東京2020大会の出場国を決める予選も兼ねた第 16回 世界女子ソフト

ボール選手権大会は、世界の強豪16ヶ国が集結し、スポーツ界やマスメ

ディア、世界からも非常に注目度の高い大会です。出場チームの事前キャ

ンプ地は、ほぼ千葉県内で予定されています。

※「東京2020大会」は、「2020年東京オリンピツクノヽラリンビック競技大会Jの略称です

■1勺1_

大会ロゴ

千葉デザイナー学院のご協

力により大会ロゴが制作さ

れました。「千葉Jの「葉Jを

モチーフに、16枚の「葉」の

数は出場チームの数と同じ

です。その中で順位を決め

るという意味を込めて3枚

の葉は金色 銀色 銅色にな

つています。

儡囲 鶴 鶴師議be

藤飩鼈熙浚浚鯰http重|ゝswc2018chibaECOm
/ANョtFacebook 公式Tw■ter 公ゴtinstagram 公式YouTube

鰊団 鰈団

●主催者は、個人情報の重要性を認識し、個人情報の保護に関する法律およ

び関連法令等を遵守し、個人情報を取り扱います。

●ボランテイア活動を円滑に行うことを目的とし、活動内容連絡、説明会開催

連絡、出欠管理、関連資料発送、登録情報の確認連絡、参加履歴・経験に基

づく配置、アンケートやレポート依頼、傷害保険申込に利用します。

※大会ボランティア事務局から、申込内容に関する確認連絡をさせていただくことがあります。

※取材に承諾いただいた参加者に限り、主催者から関係メディア等に個人情報を提供させていた

だきます。

大会呼称権は、オフイシャルスポンサーに限り認められます。ボラ

ンティアに参加するグループのPR等の目的で、大会の呼称・商標

を使用することはできません。


