東日本大震災復興支援活動概要

がんばろう
東日本大震災で甚大な被害を受けている被災地･被災者の方々に対し､JFAをはじめ､全国のサッカーファミ
リーが一丸となって､全力で復興支援活動を行う｡

復興支援活動にあたっては､被災地､被災者の方々が必要としている活動を見極め､義援金や支援金､物心
両面からの支援等を重点に､被災者や子供たちに笑顔と希望を与え､早期にスポーツやサッカーが楽しめる環
境を取り戻せるよう､サッカー界が一体となって取り組むこととしたい｡

1.主な支援活動
1 )義援金募金活動
2) ｢サッカーファミリー復興支援金｣募金活動

3)被災地･サッカーファミリーへの物資支援

4)サッカー教室･キッズプログラム等の実施

2.支援活動の概要
顎

1 )義援金募金活動

駕

･義援金受付口座の開設(3/16)/WEBでの展開中(全額を日本赤十字社へ寄付)
･復興支援チャリティーマッチ(3/29)の実施
2)rサtiカーフアミlJ一復興支援金.1募金活動

■ ‥1

･ rサッカーファミリー復興支援金Ej座｣を新設

･地域･都道府県FAと協同で支援金の募金活動等を展開

i

被溌地域のサッカー基盤

の徒興のために使用

3)被災地.サッカーファミリーーへの物責支撲■:べ■ .; t'IJ‑ T i

･被災協会に対する緊急支援物資の提供(3/25宮城県､ 3/30福島､ 4上旬岩手予定等)

･サッカー基盤の整備(サッカー用品の物品提供他､被災地が必要としている支援等)
※主たる財源は上記｢サッカーファミリー復興支援基金｣より拠出
4)サツカ･‑#圭･キ如才プログラム等の実施J '

ンぎ

･被災地や避難地域におけるサッカー教室やキッズプログラム等を実施
･日本代表oB･OG会/Jリーグ選手OB会等と連携し､全国でも支援サッカー教室等の実施が可能

3.キャッチコピー･ロゴ
キャッチコピー:がんばろうニッポン!サッカーファミリーのチカラをひとつに!
コンホ○シ小ットロコo

がんばろう㊧ニッポン!
サッカープアミリ･‑のチカラをひとつにを

がんばろう
ニッポン!
IJl l‑JrTrl̲■■ ll rTT

※使用制限等をございませんo全国のサッカーファミリーの皆様が自由に使えるロゴです｡
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サッカーファミリー復興支援金募金活動実施ガイドライン
淡サッカー界では､別紙ト2のとおり､本｢サッカーファミリー復興支援金募金｣の他､ ｢東北サッカ｢未来募金｣､ ｢義援金募金｣も併

せて実施していきます｡貴協会/連盟で震災復興に関し募金活動を行う場合は､ 3つの募金内容からお選びいただけますoなお､
本ガイドラインは､ rサッカーファミリー復興支援金｣の募金活動を行う場合の実施方法等を定めたガイドラインです.
｢東北サッカ‑未来募金｣ ､ ｢義援金募金｣活動を行う際は.寄付をしてくれる方々に､その寄付金の使用用途等を明記して､実施
するようお願いします｡

1.募金活動を実施(主催)できる人(組織)の制限

サッカーファミリー復興支援金の募金活動は以下の団体が実施(主催)できるものとし､以下の団体を通じ
て､サッカーファミリーの協力を得るものとする｡
①JFA

②9地域サッカー協会

③都道府県サッカー協会
2.募金活動の方法(JFA以外が募金活動を行う場合)

①組織が主催する大会時等での募金活動(募金箱等を設置したり､募金箱を持ち歩き､募金を募る方法)
②組織の公式ウェブサイト等に｢●●県サッカーファミリー復興支援金口座｣を設ける方法
3.募金活動で集まった寄付金の取り扱い
JFAの下記rサッカーファミリー復興支援金口座｣に募金日の30日以内に入金するo
三菱東京UFJ銀行(0005)渋谷支店(135)普通預金口座番号0290451

財団法人日本サッカー協会東日本大震災サッカーファミリー復興支援金口

4.募金活動を実施するにあたっての表示義務
【JFA以外が募金活動を行う場合】
JFA以外の団体が本募金活動を行う場合､必ず以下の内容を明記しなくてはならない｡
募金活動の名称

H6(4ｨ

ｸ7h4

7

｢ﾙYﾈｻｸ辷

ｾ

復興支援金口｣に振り込まれ､東北地区に限らず被災された地域や避難された

寄付金の用途 冏ｹ^Xｾ ,X x‑ﾈ, +ﾘｯ WHｾ ,ﾚI 8卑B萎
ｩgｸ5H6(4ｨ ｸｺh檍,ﾊ(5H6(4ｨ ｸ7H4 7 ｨ ｲ
サッカーファミリーが､これまで通り､誰もがいつでもサッカーを楽しむことができ
る環境の復興支援に使われますo

ロコ○.キャッチコヒ〇一

ｨ/ , ｸ*D 6ｨ6(7ﾈ92

サッカーファミリーのチ力ラをひとつに!

5･提供物品(対象:都道府県サッカー協会及び地域協会/近日中に発送)
募金活動用と致しまして､以下の物品を都道府県サッカー協会並びに9地域サッカー協会に提供します｡
①ロゴ入りTシャツ(各協会20枚).日暮金活動時に主催者が使用するもの
②ロゴ入りバナー(6000mmX900mm).日暮金活動､大会時等に主催者が使用するもの

③ラグ(各協会1,000枚).‑募金してくれたサツ力‑ファミリーの方々等ヘ配布できるもの
※①のTシャツについては若干の追加注文(無料)に応じます｡必要な場合は下記まで連絡下さい｡
連絡先= (財)日本サッカー協会pHQ(担当=根本) TEL:03‑3830‑1812

※③のラグは､ 3月25日開催予定であったキリンチャレンジカップの来場者プレゼント用に作成したものです0 1,000枚を送付

すると､段ボール10箱釧=なりますo発送にあたり､別途､事前にご相談致しますo

(別紙1‑2)

サッカー界で実施する募金活動等について

私たちサッカー界では､この度の東北地方大震災の復興に向けて､以下の3つの募金活動を展開してまいりま
すo今後､ JFAでは特にrサッカーファミリー復興支援金｣を‑つの柱に､全国のサッカーファミリーのチカラを集

約し､これまで通り､誰もがいつでもサッカーを楽しむことができる環境の復興に努めてまいります｡

㊥サッカーファミリー復興支控金
窯北地区に限らず被災をれた地域や避難されたサッカープアミlJ一臥
これまで通り.諌もがいつでもサ13F力‑奄禦しぢことができる環境の徴発貢鎧に使われます

募金国体

財団法人日本サッカー協会
会長 小倉純ニ
〒1 13‑831 1東京都文京区サッカー通り(本郷3‑10‑15)JFAハウス

銀行口座

三菱東京UFJ銀行(0005)渋谷支店(135)普通預金

口座番号0290451

財団法人日本サッカー協会 東日本大震災サッカーファミリー復興支援金口
受付期間

2011年4月15日(金)〜

㊦剰ヒサッカ‑未来募金
東北サ･jPカー協会から東北8監!サッカー協会を通じ､被等地域におけるサッカーファミリーの復興烹矧こ硬われます

募金団体
銀行口座

東北サッカー協会会長

受付期間

2011年4月1日(金)〜

七十七銀行利府支店

楼岡祐一
普通

5337623

東北サッカー協会義援金口代表社団法人宮城県サッカー協会

･魯義損金
JFAを通じて金環日本赤十字社へ還られ掛者の援助や御支援の資金などとして使われます

募金国体

財団法人日本サッカー協会
会長

小倉純二

〒113‑8311東京都文京区サッカー通り(本郷3‑10‑15)JFAハウス

銀行口座

三菱東京UFJ銀行(0005)渋谷支店(135)普通預金

財団法人日本サッカー協会東日本大震災義援金口
受付期間

2011年3月16日(水)‑

口座番号0285814
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東日本大震衆徒鼻支援サッカー用品収集ガイドライン
1.収集対象商品
以下に該当するサッカー関連用品を収集の対象とします｡
尚､収集する用品については.原則として､新品とさせて頂きますが､使用済の場合は､極力､質･状態の
良いものに限らせて頂きます｡
1 )スパイケトレーニングシューズ
2)ウェア

3)バッグ

4)ストッキング
5)ボール

6)その他サッカー用品

※使用済み晶等の場合は､クリーニングをするなどして､開封後､直ちに使用出来るよう､できる限り良い
状態でお送り下さい｡

2.収集方法

【地域･都道府県サッカー協会/各種連盟経由でJFAに送付する場合】
･都道府県サッカー協会がJFAに送付する場合については､目安として､段ボール1 0箱程度の単位で
纏めて頂き､下記の送付先に｢復興支援サッカー用品係り｣と明記の上､お送りください｡
･その場合の送料はJFAが負担します｡発送にあたり､発払いでお支払いの上､後日当該料金を､ 1か
月毎に発送伝票のコピーを添付の上､ JFA復興支援サッカー用品係り宛に請求下さいQ
･送付にあたり､別紙｢対象商品一覧表(送信表)｣に提供頂く用品の数量等を記入頂き､同封下さいo

サッカー用品の提供にご協力頂くサッカーファミリーの方々が､お住まいの都道府県サッカー協会/各
〔種連盟まで送る際の送料は､提供頂くご本人様のご負担とさせて頂きますo
※サッカーファミリーの方々が直接JFAに送付する場合は､下記の送付先に｢復興支援サッカー用品係り｣
と明記の上､直接お送り下さい｡送料はご負担下さい｡また､送付にあたり､別紙｢対象商品一覧表(送
信表) ｣に提供頂く用品の数量等を記入頂き､同封下さい｡

(送付先)(財)日本サッカー協会復興支援サッカー用品係り
〒113‑8311東京都文京区サッカー通り(本郷3‑10‑15)JFAハウス
TEL:03‑3830‑2004(代表)

3.被災地へのお届け
全国から集まったサッカー関連用品は､ JFAから被災地の協会等に送付します｡

4.その他
近日中に､東北サッカー協会では､ ｢東北サッカー物資支援センター｣を立ち上げる予定ですo
皆様で集められたサッカー物資について､直接､ ｢東北サッカー物資支援センター｣に送って頂いても構いま
せんo

尚､ ｢乗北サッカー物資支援センター｣情報については入り次第､ご案内致します｡
以上

(別紙2‑2)

{サッカ̲用品収集.対象商FR一覧表(送信表)
一一■■■‑■■■‑‑‑‑‑■‑■■

シューズ①

礼鉅

5H485

17

超憧

19

20.5

21‑5

"

22.5

2

484
トレーニングシユ‑ズ
フットサルシューズ

ジョギングシューズ
屋内用シューズ

サイズ
シューズ②

B

24.5

R

25.5

b

26‑5

r

27‑5

484
トLr二ングシユ‑ズ
フットサルシユ‑ズ

ジョギングシューズ
屋内用シューズ

サイズ

ウエア

X4

ｸ8

4

6(7h5x885

#

130

ｳC

750

ｳc

S‑

挽

L

薬

xo

6(6r

ウオ‑ムアップパンツ
ハーフパンツ

ウインドブレーカージャケット
ウインドブレーカーパンツ
スエットシャツ
スエットパンツ

プラクティスシャツ
プラクティスショーツ
ゲームシャツ
ゲームショーツ

レフェリーシャツ
レフェリーパンツ

ストッキング
レフェリーストッキング

用品

(7X5
空気入れ
コ‑ン

マーカー
レフェリーフラッグ
ホイッスル

※収集する用品については､原則として､新品とさせて頂きますが､使用済の場合は､極力､質･状態の良いものに限らせて頂きます｡

{提供者名
組織(チーム/協会)名
代表著名

住所/連絡先

丁

TEL:

23.5‑

