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ＮＨＫ広報局 

 

 

  「Ｎスポ！２０１５」の実施について 

 

ＮＨＫでは、総合スポーツイベント「Ｎスポ！２０１５」を実施します。 

このイベントは、「Ｏｕｒ Ｓｐｏｒｔｓ」をテーマに、幅広い世代のみなさんがスポーツの世界に触れるこ

とで関心を深め、より身近にスポーツを楽しんでいただくことを目的にしています。ＮＨＫならではの番組

やイベントステージを通じて、多彩なスポーツの魅力を存分に体感していただきます。 

ご家族やお友達といっしょに、ぜひＮＨＫにお越しください。 

 

 

１．名  称   Ｎスポ！２０１５ 
 
２．主  催   ＮＨＫ 
 
３．日  時   平成２７年１０月１０日（土）・１１日（日）午前１０時～午後４時          
 
４．会  場   ＮＨＫ放送センター（東京都渋谷区） 

４階正面広場、コンコース、４階正面ロビー、ＮＨＫみんなの広場ふれあいホール  
 
５．内  容 

＜事前に申し込みが必要なイベント＞ 

１０日

（土） 

メインステージ 

開場 午前１０時３０分 

開演 午前１１時 

終演 午後０時５５分 

 

 

公開生放送 
 

WEB事前申し込み 

『Ｎスポ！２０１５ オープニングライブ』  

＜出演＞  

平原綾香 ほか   

＜司会 ＞ 

南波志帆 

柴崎行雄アナウンサー 

 

 

 

 
 

平原綾香       南波志帆 

「Ｎスポ！２０１５」のオープニングを、スポーツにゆかりの

あるアーティストがスペシャルトーク＆ライブで飾ります！ 
 
＜放送予定＞  

１０月１０日（土）午前１１時～１１時５０分 

午後０時１５分～０時５５分（ＦＭ） 

 

※特設スペースでの着席観覧は事前に申し込みが必要です 

特設スペース以外での観覧は自由です 

屋外フィールド 

収録開始  午後１時 

終了      午後２時３０分 

 

 

公開収録 
 

WEB事前申し込み 

『ラン×スマ～街の風になれ～ 
ランニングフォーム講座』 

＜出演＞  

田村亮（ロンドンブーツ１号２号） 

バービー（フォーリンラブ） 

 

 

 

 

     田村亮        バービー 

 

＜講師＞  

金哲彦（プロ・ランニングコーチ） 

 

 

 

 

 

“走る楽しさ”を伝えるＢＳ１のランニング情報番組「ラン×

スマ～街の風になれ～」の公開収録。プロ・ランニングコー

チの金哲彦さんを講師に迎え、ランニングフォームなどを

指導する「ランニングフォーム講座」を行います。 

 
※観覧は自由ですが、フォーム指導と講座参加を希望する
方は事前の申し込みが必要です 

 
＜放送予定＞  
１２月１９日（土）午後６時～６時２８分（ＢＳ１） 
 
 

 



 

１０日 

（土） 

収録開始  午後１時 

終了      午後２時３０分 

 

 

公開収録 
 

WEB事前申し込み 

『チャリダー★ロードバイク初心者クリニック』  

＜出演＞  

うじきつよし（ﾐｭｰｼﾞｼｬﾝ・俳優） 

朝比奈彩（モデル・タレント） 

 

 

 

 

    うじきつよし        朝比奈彩 

＜講師＞  

宮澤崇史（元プロロードレーサー） 

 

 
すべての自転車乗りに捧げるＢＳ１の本格自転車情報番組
「チャリダー★」の公開収録。元プロロードレーサーの宮澤
崇史さんを講師に迎え、ロードバイクを乗りこなすコツを楽
しく学ぶ「ロードバイク初心者クリニック」を行います。 
 
※観覧は自由ですが、クリニック参加を希望する方は事前
の申し込みが必要です 

 
＜放送予定＞  
１１月１４日（土）午後６時３０分～６時５０分（ＢＳ１） 
 
 

ふれあいホール 

開場 午後３時３０分 

開演 午後４時 

終演 午後７時３０分 

 

 

公開収録 
 

はがき事前申し込み 

『スポーツ酒場「語り亭」』  

＜出演＞  

ミッツ・マングローブ 

西島まどか 

 

 

 

 

ミッツ・マングローブ      西島まどか 

＜ゲスト＞  

有森裕子、鈴木明子 ほか 

 

 

 

 

有森裕子         鈴木明子 

 

語り亭ママのミッツ・マングローブさんと多彩なゲストが、スポ

ーツを「する」のとも「観る」のとも違う、スポーツをひたすら「語

りつくす」楽しみにあふれた番組。今回は、「スポーツと音楽の

深～い関係」を、熱くマニアックに語ります。 
 
＜放送予定＞ １１月８日（日）午後９時～９時５０分（ＢＳ１） 

１１日 

（日） 

ふれあいホール 

開場 午後２時３０分 

開演 午後３時 

終演 午後５時 

 

 

公開収録 
 

はがき事前申し込み 

『語りの劇場 グッとライフ』 
 

＜出演＞  

山田雅人（俳優・タレント） 

唐橋ユミ（フリーキャスター） 

 

 

 

 
 

山田雅人        唐橋ユミ 

＜ゲスト＞  

掛布雅之（プロ野球解説者） 

 

 

 

 

 

 

  

隔週月曜日の夜にラジオ第１で放送中の番組、「語りの劇場 

グッとライフ」。今回は、スポーツ選手の人生のクライマックス

シーンを、俳優でタレントの山田雅人さんの独自の話芸「かた

り」でお伝えします。 
 
＜放送予定＞   

１０月１２日（月・祝）午後８時５分～８時５５分 

午後９時５分～９時５５分（ラジオ第１） 

 



＜入場・参加自由なイベント どなたでもお楽しみいただけます＞ 

※スケジュール等は決まり次第発表します 

１０日 

（土） 

メインステージ 

イベント 

『Ｎジャム』 

ＢＭＸフラットランドワールドチャンピオンやストリートダンス、話題のストリートけん玉など、エクストリー

ム系スポーツのトップスター選手たちが集結！ 

＜出演＞ 内野洋平（ＢＭＸフラットランド）、田中光太郎（ＢＭＸフラットランド） ほか 

『みんなＤＥどーもくん！「どーもくんとみんなで“どもささいず”」』 

ＢＳプレミアムで放送中の「みんなＤＥどーもくん！」から生まれた「どもささいず」を一緒に踊ろう！ 

『ランチャリ スペシャルステージ』 

ＢＳ１の番組「ラン×スマ」と「チャリダー★」がコラボ！ランニングと自転車への愛を、お馴染みの出演

者が熱く語り合います。 

＜出演＞ 

田村亮（ロンドンブーツ１号２号）、バービー（フォーリンラブ）、金哲彦（プロ・ランニングコーチ） 

うじきつよし（ミュージシャン・俳優）、朝比奈彩（モデル・タレント）、宮澤崇史（元プロロードレーサー） 

屋外フィールド 

イベント 

『ＴＥＮＮＩＳ ＰＬＡＹ＆ＳＴＡY』 

特設コートでのテニス教室と体験コーナー！「どーもくん」の飛び入り参加も！？ 

『Ｎスポ杯 スポーツ鬼ごっこ大会＆体験コーナー』 

従来の遊びの鬼ごっこに戦術や戦略の要素を含めた「スポーツ鬼ごっこ」の大会＆体験コーナー。 

『走って体感！スポーツ中継を支える最新放送技術』 

陸上競技場さながらのアンツーカーのコースを走ってみよう！ 

走っている姿を陸上や水泳の中継で使われる「レールカメラ」で撮影します。 

『ロードバイク体験』 

専門トレーナーがレベルごとにロードバイクの乗り方を指導します。 

屋内ステージ 

イベント 

『映像シンクロパフォーマンス“Ｓｉｎ Ｇｉ Ｔａｉ”』 

ＮＨＫ ＷＯＲＬＤ「ＳＰＯＲＴＳ ＪＡＰＡＮ」のオープニングに出演中のサカクラカツミさんが所属する 

「オリエンタリズム」によるパフォーマンスショー！ 

＜出演＞ オリエンタリズム 

屋内フィールド 

イベント 

『卓球で体感！スポーツ中継を支える最新放送技術』 

多視点カメラとウルトラハイスピードカメラで、卓球をするあなたを撮影！ 

スポーツ中継を支える最新の放送技術を見てみよう！ 

 



１０日 

（土） 
展示体験 

『８Ｋスーパーハイビジョンシアター』 

スポーツの迫力ある映像を、ハイビジョンの１６倍の超高精細映像「８Ｋスーパーハイビジョ

ン」で上映します。 
＜上映予定コンテンツ＞ ・ＦＩＦＡ女子ワールドカップ２０１５カナダ大会 

・ＭＬＢヤンキース戦（田中将大選手登板試合） ほか 

１１日 

（日）） 

メインステージ 

イベント 

『Ｎジャム』 

ＢＭＸフラットランドワールドチャンピオンやストリートダンス、話題のストリートけん玉など、エクストリー

ム系スポーツのトップスター選手たちが集結！ 

＜出演＞ 内野洋平（ＢＭＸフラットランド）、田中光太郎（ＢＭＸフラットランド） ほか 

『みんなＤＥどーもくん！「どーもくんとみんなで“どもささいず”」』 

ＢＳプレミアムで放送中の「みんなＤＥどーもくん！」から生まれた「どもささいず」を一緒に踊ろう！  

『なわとびかっとび王選手権スペシャルステージ』 

毎年恒例のＥテレ年末特番「なわとびかっとび王選手権」の特別企画。 

プロパフォーマーによる華麗ななわとび技のショーや、日本ロープスキッピング連盟のＳＡＤＡさんによ

るワークショップも開催！親子でレッツ！チャレンジ！ 

『めざせ！２０２０年のオリンピアン／パラリンピアン スペシャルステージ』 

２０２０年に開催される、東京オリンピックとパラリンピック。 

夢の大舞台を目指す、若手アスリートを応援するトークショー。 

＜出演＞ 萩原智子（シドニー五輪競泳代表）、米田功（アテネ五輪男子体操団体金メダリスト） ほか 

屋外フィールド 

公開収録 

『テレビスポーツ教室「ゼッタイに速くなる！！かけ足の極意」』 

北京五輪陸上４×４００mリレー銅メダリストの朝原宣治さんと塚原直貴さんが、「かけ足」が速くなる 

秘訣や走り方の基礎を伝授します。 

＜講師＞ 朝原宣治、塚原直貴（北京五輪陸上４×４００mリレー銅メダリスト） 

＜ＭＣ＞ 真凛（タレント） 

※収録後にどなたでもご参加いただける「朝原宣治・塚原直貴のかけっこ教室」を行います。 

イベント 

『ＴＥＮＮＩＳ ＰＬＡＹ＆ＳＴＡY』 

特設コートでのテニス教室と体験コーナー！「どーもくん」の飛び入り参加も！？  

『バブルサッカー体験コーナー』 

ノルウェーで生まれた新スポーツ。実際に“バブル”を装着してバブルサッカーを体験しよう！ 

『ブラインドサッカー体験コーナー』 

視覚を閉じた状態でプレイし、音と声のコミュニケーションが重要な「ブラインドサッカー」。 

実際に目隠しをして、パス・ドリブル・シュートを体験してみよう！ 

 



 

イベント 

『米田功の体操スクール＠Ｎスポ！２０１５』 

国内トップ選手による鉄棒・あん馬・トランポリンの実演を、アテネ五輪男子体操団体金メダリストの 

米田功さんが解説します。 

＜解説＞ 米田功（アテネ五輪男子体操団体金メダリスト） 

『走って体感！スポーツ中継を支える最新放送技術』 

陸上競技場さながらのアンツーカーのコースを走ってみよう！ 

走っている姿を陸上や水泳の中継で使われる「レールカメラ」で撮影します。 

『ロードバイク体験』 

専門トレーナーがレベルごとにロードバイクの乗り方を指導します。 

屋内ステージ 

イベント 

『映像シンクロパフォーマンス“Ｓｉｎ Ｇｉ Ｔａｉ”』 

ＮＨＫ ＷＯＲＬＤ「ＳＰＯＲＴＳ ＪＡＰＡＮ」のオープニングに出演中のサカクラカツミさんが所属する 

「オリエンタリズム」によるパフォーマンスショー！ 

＜出演＞ オリエンタリズム 

屋内フィールド 

イベント 

『卓球で体感！スポーツ中継を支える最新放送技術』 

多視点カメラとウルトラハイスピードカメラで、卓球をするあなたを撮影！ 

スポーツ中継を支える最新の放送技術を見てみよう！ 

展示体験 

『８Ｋスーパーハイビジョンシアター』 

スポーツの迫力ある映像を、ハイビジョンの１６倍の超高精細映像「８Ｋスーパーハイビジョ

ン」で上映します。 
＜上映予定コンテンツ＞ ・ＦＩＦＡ女子ワールドカップ２０１５カナダ大会 

・ＭＬＢヤンキース戦（田中将大選手登板試合） ほか 

 



６．入場方法   入場・参加は自由ですが、次のイベントは事前のお申し込みが必要です。 

 

         ○『Ｎスポ！２０１５オープニングライブ』※特設スペースでの着席観覧の場合 

         ○『ラン×スマ～街の風になれ～・ランニングフォーム講座』 

         ○『チャリダー★ロードバイク初心者クリニック』 
 
          ＜申し込み方法＞ 

          以下のＮＨＫサイト内にある専用フォームからお申し込みください。 

          ◆ＰＣ・スマホサイト  http://www.nhk.or.jp/event/ 

                   ◆携帯サイト      メニュー → ＴＶ → ＮＨＫ → 観覧 

          ※締め切り等の詳細はサイト内でご確認ください 

 

 

         ○『スポーツ酒場「語り亭」』 

         ○『語りの劇場 グッとライフ』 
 
          ＜申し込み方法＞ 

          郵便往復はがき（私製を除く）の「往信用裏面」に、郵便番号･住所･名前･電話番号 

「返信用表面」に、郵便番号･住所･名前を明記してお申し込みください。 

（マンション・アパート名、部屋番号まで正しくご記入ください。） 

＊応募多数の場合は抽選のうえ、当選の方には入場整理券（１枚で２人入場可）を、 

落選の方には落選通知を９月３０日（水）頃発送します。 

なお、当選は１世帯１枚とさせていただきます。 

＊記入に不備があった場合は無効となりますのでご注意ください。 

＊「返信用裏面」には抽選結果を印刷しますので、白紙のままお送りください。 

紙・シール等の貼り付け、修正液のご使用もご遠慮ください。 

＊インターネットオークション等での転売を目的としたお申し込みは固くお断り 

いたします。なお、売買を目的としたお申し込みであると判明した場合には、 

抽選対象外とさせていただきます。 
 
（締め切り）９月２５日（金）＜必着＞ 

 
（あ て 先）〒１５０－８００１ ＮＨＫ放送センター ふれあいホール事務局 

「○○○○（公開番組名）＜１０月○日＞」公開係 

     

 

７．問い合わせ  ハローダイヤル ０３－５７７７－８６００（午前８時～午後１０時） 

 


