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＜ニュースリリース＞                  2015年 4月 

一般社団法人チームスマイル 
 

 

～つなげよう、感動。つながろう、東北の笑顔。～ 
 

 

 

 

 

 

 

エンタテインメントを通じて、東日本大震災のこころの復興支援活動を続ける「一般社団法人チームスマイル」 

(所在地：東京都渋谷区、代表理事：矢内廣)。そのチームスマイルが運営する、東北復興支援のための、ライブ

エンタテインメント専用シアター「チームスマイル・ＰＩＴ」。2014年 10月 17日、東京都江東区内にオープンした 

「豊洲ＰＩＴ」に引き続き、「いわきＰＩＴ」が今夏（2015年 7月予定）福島県いわき市内にオープンします。 

 

「いわきＰＩＴ」のオープンに先がけ、その特別企画の第一弾として、地元に住む方々を集め、アーティスト・日比

野克彦氏の監修のもと、新しいシアターの外壁を飾る絵画を描くワークショップを、いわき市内で開催いたしま

す。日比野氏は、当法人の制作委員（プロデューサー）でもあり、豊洲ＰＩＴの外壁に飾られている、カラフルな壁

面デザイン「Power Into Tohoku」も、同氏の書き下ろしによるものです。（※図 1参照） 

 

私たちは東北の「ＰＩＴ」が、地元の子どもたちが生き生きと、創造活動ができる場所になることを願っています。 

また、子どもたちの笑顔によって大人たちがパワーをもらえる。そんな良循環を生み出すことが、「ＰＩＴ」のゴー

ルです。 

その第一歩として、東北地区で最初にオープンする「いわきＰＩＴ」の壁面が、地元の方々の手によって彩られる

一日を、ぜひご取材ください。地元の皆様が、未来への希望を思い思いに表現します。 

 

なお、本件に関するお問合せ、取材申込は、最終ページの“チームスマイル事務局”まで、ご連絡ください。 

 

 

 ※図 1（豊洲 PIT壁面アート図）         

 

 

  

東日本大震災復興支援のためのライブエンタメシアター、 

「いわきＰＩＴ」の壁面を彩る絵を、地元の方々が描きます！ 

※図 2（いわき PIT完成予想図） 
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■日比野克彦氏 経歴 

アーティスト。東京芸術大学先端芸術表現科教授。 

1958年岐阜市生まれ。東京藝術大学大学院修了。大学在学中にダンボール作品で注目を浴び、国内外で

個展・グループ展を多数開催する他、パブリックアート・舞台美術など、多岐にわたる分野で活動中。 

近年は各地で一般参加者とその地域の特性を生かしたワークショップを多く行っている。 

2001年には、いわき市立美術館にて個展を開催。 

一般社団法人チームスマイルの制作委員（プロデューサー）でもある。 

 

 

■ワークショップ開催概要 

・日時   2015年 5月 2日（土）13：00～15：00 

・場所   いわき市立平第二小学校 （福島県いわき市平字梅香町 7-1） 

・定員   50名 

・対象   いわき市周辺にお住まいの方（年齢不問） 

・参加方法   事前に「チームスマイル・いわき PIT」へ申込（電話・メール・Facebookいずれでも） 

・持ち物   上履き 

・創作イメージ   当日のテーマに沿って、参加者が一枚ずつ制作した切り絵をコラージュ。 

 

 

※ワークショップ会場・いわきＰＩＴ建設予定地図 

 

 

 

 

  

ワークショップ会場 

いわき PIT 建設予定地 
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■「チームスマイル・いわきＰＩＴ」のアウトライン 

・名称     チームスマイル・いわきＰＩＴ(ピット) 

・候補地    福島県いわき市平祢宜町 1丁目 5-12（一部、5-13)（予定） 

・敷地面積    1,112 ㎡ ※真砂不動産株式会社 所有 

・収容客数    着席 200名（予定） 

・開業期間    2015年 7月～2025年秋まで 10 ヵ年を想定 

・周辺ロケーション  イトーヨーカードー平店 

・アクセス    JR｢いわき駅｣より徒歩 5分 

・構造     躯体（鉄骨造）/基礎（プレボーリング)拡大根固め工法 

・施工      TSP太陽株式会社 

 

 

■いわきＰＩＴで今後開催されるプログラム例 

東北地区の「ＰＩＴ」では、コンサートや演劇、ライブビューイング等の主催・共催イベントの開催のほか、地元の

子どもたちや若者たちによる創作活動へのチャレンジをサポートし、その表現や発表の場を提供します。 

エンタテインメントを通じて、若い世代の夢や才能を養い、彼らが夢を持って元気に立ち上がれるような企画を

実現することにより、被災地の方々自らによる復興を後押ししていきたい考えです。 

チームスマイル・いわきＰＩＴでは、すでに様々なオリジナルのプログラムをいくつか企画中です。 

その中でも、「キッズケア・プロジェクト」は、運動能力の育成と、表現力・コミュニケーション力の育成を目的と

したワークショップです。現在のいわき市においては、子供たちの心と体のケアに取り込むことが急務だと考え、

そのための有意義なプロジェクトを企画いたしました。 

この「キッズケア・プロジェクト」は、専門家の指導を受けた市民・学生が講師となり、家族と力を合わせて幼児

から小中学生までの心と体のケアに取り組むことを目的としています。 

 

※なお、このプロジェクトは、いわき市による「まち・未来創造支援事業補助金」の、“災害復興支援事業”での

申請対象により、補助金を交付されているものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

 

 

■一般社団法人チームスマイルの概要 

名   称 一般社団法人チームスマイル 

所 在 地 東京都渋谷区東 1-2-20 渋谷ファーストタワー3階（ぴあ株式会社内） 

設 立 日 2012年 10月 4日 

活動趣旨 東日本大震災による被災地の復興支援のため、ライブエンタテインメントを通じた様々な活動 

を行う。これにより生み出される収益金は、東北地区の『PIT』の開設・運営、そして、エンタテ

インメントを通じた復興支援のための活動に、その全額が活用される。 

① チームスマイルシアター「PIT」の企画・運営 

② 同種目的によるチャリティ公演・イベント・スポーツ試合等の開催支援 

③ イベント会場等での各種商品・グッズ等の販売 

④ ライブ演奏やイベント映像等の配信・受信 

⑤ インターネット等を通じた復興支援に関する各種情報提供 

⑥ その他、当法人の目的を達成するために必要な事業 
  
代表理事 矢内  廣   (ぴあ(株)代表取締役社長) 

副代表理事 中西 健夫  (コンサートプロモーターズ協会会長・(株)ディスクガレージ代表取締役社長) 

理   事 秋元  康   (作詞家・プロデューサー) 

 小原 芳明 (学校法人玉川学園理事長) 

 川淵 三郎  (首都大学東京理事長・日本サッカー協会最高顧問) 

 三枝 成彰  (作曲家) 

 下村 満子  (ジャーナリスト・「下村満子の生き方塾」塾長) 

 野村  萬 (能楽師・人間国宝・日本芸能実演家団体協議会会長) 

 林 真理子  (作家) 

 原田 明夫  (原子力損害賠償廃炉等支援機構運営委員長・弁護士・元検事総長)  

 福井 俊彦  (キヤノングローバル戦略研究所理事長・元日銀総裁) 

 吉永 みち子 （作家)      

常務理事  村上 元春 （ぴあ(株)取締役) 

  小林 覚   (ぴあ(株)執行役員) 

 眞子 祐一  (ぴあ(株)執行役員) 

監   事 能勢 正幸 (公認会計士)                                 

顧   問 鈴木 幸一 ((株)インターネットイニシアティブ代表取締役会長) 

 水野 弘道  (年金積立金管理運用独立行政法人 CIO) 

 溝畑 宏   (元観光庁長官) 

 和崎 信哉 ((株)WOWOW代表取締役社長) 

制作委員(プロデューサー) 

 秋元 康 （作詞家・プロデューサー） 

 有森 裕子 (プロランナー) 

 小林 武史 （音楽プロデューサー） 

 三枝 成彰   （作曲家） 

 立川 直樹   （音楽プロデューサー） 

 日比野 克彦 (アーティスト・東京藝大教授) 

 広井 王子  (マルチクリエイター)        

 松田 誠 （（株）ネルケプランニング社長） 

 湯川 れい子  （音楽評論家） 
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以上 50音順、敬称略 

■『チームスマイル・ＰＩＴ』の概要 

1)「チームスマイル・豊洲ＰＩＴ」 

・名  称   「チームスマイル・豊洲ＰＩＴ」   

・所在地   東京都江東区豊洲 6丁目 

・開業日   2014年 10月 17日 

・収容人数  約 3,100名(スタンディング)  

・アクセス   新交通ゆりかもめ・新豊洲駅より徒歩 3分／東京メトロ有楽町線・豊洲駅より徒歩 12分 

 

2)「チームスマイル・いわきＰＩＴ」  

・名  称   「チームスマイル・いわきＰＩＴ」  

・所在地   福島県いわき市平祢宜町 

・開業時期  2015年 7月を予定 

・収容人数  約 200名(着席)  

・アクセス   JR常磐線いわき駅より徒歩 5分 

 

3)「チームスマイル・仙台ＰＩＴ」 

・名  称   「チームスマイル・仙台ＰＩＴ」  

・所在地   宮城県仙台市太白区あすと長町 2丁目 

・開業時期  2016年春を予定 

・収容人数  約 1,200名(スタンディング)  

・アクセス   JR東北本線長町駅より徒歩 5分 

 

4)「チームスマイル・釜石ＰＩＴ」 

・名  称   「チームスマイル・釜石ＰＩＴ」  

・所在地   岩手県釜石市大町 

・開業時期  2015年 12月を予定 

・収容人数  約 150名(着席)  

・アクセス   JR釜石駅より徒歩 10分 

（2015年 4月現在） 
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■チームスマイル活動への寄付・協賛について 

東日本大震災の発生から 4 年が経ち、年々全国メディアでの取り上げられ方も減りつつある中、東北ではまだ

まだ復興が終わっていないことを、私たちは実感しています。被災者の皆様の、「こころの復興」のため、チーム

スマイルはこれからも活動を続けてまいります。 

現在、チームスマイルでは、東北の子ども達を勇気付けるための、プロジェクトを計画中です。企業・個人に問

わず、趣旨にご賛同頂いた皆様からの、温かいご支援とお力添えをお願いいたします。頂いたご寄付、ご協賛

は、社団の活動、ならびに「PIT」の開設・運営をはじめとする、復興支援活動に役立てられます。 

ご寄付のお申込につきましては、以下のチームスマイル事務局までお問合せください。 

 

 

 

 

以上。 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜本件に関する取材窓口＞ 

一般社団法人チームスマイル・事務局   担当／田中・田崎 

TEL:03-5774-5349  FAX:03-5774-5393 

URL : http://team-smile.org  e-mail : info@team-smile.org 

i 

info 
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