
　　1頁／　6枚中の

北陸実業団連盟事務局経由連合事務局あて 報告日

株式会社 記入者名 事業管理部　　敷本愛

新潟アルビレックスランニングクラブ 連絡先☎ 025-201-7666

メルアド shikimoto@albirex-rc.com

*後日、確認の連絡を入れる場合がありますので記入者名と連絡先は必ず記入してください。

① 活動名 実施日/期間 記載の通り

放課後児童クラブへの運動指導 ■ 無償

□ 報酬あり

　第1期：全16施設 総参加人数：約300人

 

　第2期：全14会場 総参加人数：460人

8月の夏休み期間中に放課後児童クラブへ指導スタッフを派遣し、運動指導を実施。

2021年2月25日

全国の緊急事態宣言を受け、新潟県内の学校休校やスポーツスクール活動の休止が相次いでいた4,5月に、健康二次被害の予防と学童

スタッフの負担軽減を目的とした放課後児童クラブへ指導スタッフ(オリンピアンを含む)を派遣し運動指導を実施。

最終締切日2月25日(木)

2020年度版　社会貢献活動報告書

(2020.4.1-2021.3.31)

報告チーム

or報告者

対価の有無*

No. 実施日 学童名

1 4月27日 新潟ひまわりクラブ第二

2 4月28日 南万代ひまわりクラブ

松浜ひまわりクラブ、葛塚東ひまわりクラブ第二、

東青山ひまわりクラブ第一、巻北ひまわりクラブ第一・二

松野尾ひまわりクラブ、有明台ひまわりクラブ、

早通ひまわりクラブ、江南ひまわりクラブ、大淵ひまわりクラブ

13～14 5月7日 月潟ひまわりクラブ、桜が丘ひまわりクラブ第三

15～16 5月8日 臼井ひまわりクラブ、浜浦ひまわりクラブ第二

4月30日

5月1日

3～7

8～12

No. 実施日 学童名

1～2 8月3日 笹口ひまわりクラブ、松野尾ひまわりクラブ

3 8月4日 木崎ひまわりクラブ第二

4～5 8月6日 木崎ひまわりクラブ第一、女池ひまわりクラブ第一

6～7 8月7日 桜が丘ひまわりクラブ第二、大形ひまわりクラブ第三

8 8月17日 臼井ひまわりクラブ

9～10 8月18日 東青山ひまわりクラブ第二、江南ひまわりクラブ

11～12 8月20日 岩室ひまわりクラブ、東青山ひまわりクラブ第一

13～14 8月21日 月潟ひまわりクラブ、根岸ひまわりクラブ
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　　2頁／　6枚中の

北陸実業団連盟事務局経由連合事務局あて 報告日

株式会社 記入者名 事業管理部　　敷本愛

新潟アルビレックスランニングクラブ 連絡先☎ 025-201-7666

メルアド shikimoto@albirex-rc.com

*後日、確認の連絡を入れる場合がありますので記入者名と連絡先は必ず記入してください。

② 活動名 実施日/期間 記載の通り

トップチーム所属選手派遣 ■ 無償

□ 報酬あり

◆活動内容

新潟県内外にてトップチーム所属選手を無料派遣し、運動指導や講演会など交流を図った。

2021年2月25日

最終締切日2月25日(木)

2020年度版　社会貢献活動報告書

(2020.4.1-2021.3.31)

報告チーム

or報告者

対価の有無*

No. 期日 派遣内容（対象） 主催

1 9月26日(土) 実演（小学生） 新潟市立中之口東小学校

2 10～11月 交流会（高校生）全4回 北海道教育委員会

3 11月12日(木) 講演会・部活指導（中学生） 燕市スポーツ協会

4 11月25日(水) 講演会（中学生） 新潟市立白南中学校

5 11月28日(土) 技術講習（指導者） 新潟陸協・新潟県高体連

6 12月5日(土)～6日(日) 技術講習（中・高校生） 新潟陸協

7 12月9日(水) オンライン交流会（中学生） 大塚特別支援学校

8 12月21日(月) 講演会（中学生） 長岡市立関原中学校

9 12月26日(土)～27日(日) 技術講習（高校生） 新潟県高体連

10 1月5日(火) 技術講習（小・中・高校生） 小千谷市教育委員会

11 1月9日(土)～10日(日) 技術講習（中・高校生） 新潟陸協

12 1月21日(木) 講演・実技講習（小学生） 新潟市立白山小学校

13 1月22日(金)～23日(土) 講演会・交流（中学生） 八丈町立大賀郷中学校

14 2月6日(土)～7日(日) 技術講習（中・高校生） 新潟陸協

15 2月13日(土) 技術講習（小・中・高校生） 小千谷市教育委員会
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　　3頁／　6枚中の

北陸実業団連盟事務局経由連合事務局あて 報告日

株式会社 記入者名 事業管理部　　敷本愛

新潟アルビレックスランニングクラブ 連絡先☎ 025-201-7666

メルアド shikimoto@albirex-rc.com

*後日、確認の連絡を入れる場合がありますので記入者名と連絡先は必ず記入してください。

③ 活動名 実施日/期間 記載の通り

マスク及びウイルス対策関連物品の寄贈 ■ 無償

□ 報酬あり

 　　マスク寄贈実績

2021年2月25日

◆活動内容

新型ウイルス感染拡大により物資が不足し入手困難だった4月に、マスク・消毒用アルコール・医療資材等を確保し、

新潟県・新潟市を中心に寄贈。

2020年度版　社会貢献活動報告書

(2020.4.1-2021.3.31)

報告チーム

or報告者

対価の有無*

最終締切日2月25日(木)

No. 実施日 活動内容

1 4月7,11日 スクール生へのマスク無料配布(3,000枚)

2 4月17日 新潟市へマスク寄贈(5,000枚)

3 4月24日 新潟県へマスク寄贈(10,000枚)

4 5月8日～ スポーツ指導のサポートを実施した放課後児童クラブへ子ども用サージカルマスク寄贈(全15施設)

▼スクール生無料配布

▼新潟市寄贈

▼新潟県寄贈
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　　4頁／　6枚中の

北陸実業団連盟事務局経由連合事務局あて 報告日

株式会社 記入者名 事業管理部　　敷本愛

新潟アルビレックスランニングクラブ 連絡先☎ 025-201-7666

メルアド shikimoto@albirex-rc.com

*後日、確認の連絡を入れる場合がありますので記入者名と連絡先は必ず記入してください。

④ 活動名 実施日/期間 記載の通り

健康二次被害の対策に関する活動 ■ 無償

□ 報酬あり

◆親子でウォーキングチャレンジプログラム　5/25(土)～5/6(金)

    達成者数 のべ543名    総歩数 558万歩

◆みんなのありがとうを届けようキャンペーン　 5/20(水)～ 5/26(火)

2021年2月25日

最終締切日2月25日(木)

2020年度版　社会貢献活動報告書

(2020.4.1-2021.3.31)

報告チーム

or報告者

対価の有無*

◆STAY HOME 応援キャンペーン　5/2(土)～5/8(金)

ゴールデンウィーク期間中、アクティブなおうち時間を過ごすためのアイデアをSNS（Twitter/Instagram）にて募集。

GWをおうちでより健康に楽しく過ごしてもらい、運動不足による健康二次被害を予防する。

景品：先着100名 子ども用サージカルマスク10枚　     ※最終的に292名にプレゼント（総計2920枚）

 新型ウイルスの影響により、学校休校や外出自粛等で運動量の低下が懸念されている中、1日1万歩チャレンジを実施す

ることにより、運動量を確保し「健康二次被害」を予防する。

特典：達成された方にスクールグッズなどに使用できる商品券　 （最大5,000円分）をプレゼント

人々の生活を守るため、働き続ける医療従事者の皆さまへのメッセージをSNS（Twitter/Instagram）、直接応募にて募

集。感謝の気持ちを伝えるとともに、不安を抱えながらも育児に向き合う方々へのサポートをする。

景品：抽選100名に子ども用サージカルマスク10枚プレゼント

学校休校や外出自粛に伴う運動量の低下による心身の健康悪化を防ぐため、SNS等を活用し、アクティブなおうち時間の

シェアやウォーキングチャレンジを実施し、運動の促進につなげた。それと同時にマスクが不足し入手困難であった5月

には、日頃より支援いただいている地域の方々へマスクを寄贈した。

SNS 参加者数 マスク送付数

Twitter 152 1,530

Instagram 140 1,420
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　　5頁／　6枚中の

北陸実業団連盟事務局経由連合事務局あて 報告日

株式会社 記入者名 事業管理部　　敷本愛

新潟アルビレックスランニングクラブ 連絡先☎ 025-201-7666

メルアド shikimoto@albirex-rc.com

*後日、確認の連絡を入れる場合がありますので記入者名と連絡先は必ず記入してください。

④ 活動名 実施日/期間 記載の通り

医療従事者への支援活動 ■ 無償

□ 報酬あり

　　　全41施設　計10,250枚

▼送付先所在地

新潟市、長岡市、三条市、燕市、村上市、柏崎市、魚沼市、南魚沼市、妙高市、津南町、胎内市、五泉市、

糸魚川市、上越市、新発田市、阿賀野市、田上町、佐渡市

2021年2月25日

報告チーム

or報告者

対価の有無*

◆みんなのありがとうを届けようキャンペーン第二弾

県内の医療従事者の方々のご活躍に敬意を表すとともに、感謝の気持ちを届けるため実施。

対象：新潟県内の病院・訪問看護ステーション

応募期間：7/2（木） ～ 7/17（金）

景品：『みんなのありがとうを届けようキャンペーン』限定サージカルマスク特別セット

　　　　　（子ども・女性用サージカルマスク50枚、大人用サージカルマスク200枚）

(2020.4.1-2021.3.31)

最終締切日2月25日(木)

2020年度版　社会貢献活動報告書

新潟県看護協会協力のもと、新潟県内の医療機関へ不足していたサージカルマスクを寄贈するなど、

県内医療従事者への支援を実施。

厚生連 三条総合病院 佐渡市立 両津病院

山北徳洲会病院 佐潟公園病院

医療法人明生会関病院 医療法人 とやの中央病院

厚生連けいなん総合病院 医療法人愛広会 新潟リハビリテーション病院

医療法人社団健進会 新津医療センター病院 医療法人泰庸会 新潟脳外科病院

五泉中央病院 医療法人敬愛会 末広橋病院

特定医療法人楽山会 三島病院 医療法人健周会 東新潟病院

佐和田病院 新潟医療センター

日本歯科大学医科病院 厚生連長岡中央綜合病院

あがの市民病院 脳神経センター阿賀野病院

新潟万代病院 県立柿崎病院

医療法人誠心会 吉田病院 医療法人社団 有心会 有田病院

日本歯科大学新潟病院 医療法人社団誠信会 椿田病院

県立燕労災病院 立川綜合病院

新潟西蒲メディカルセンター病院 訪問看護ステーション

魚沼市立小出病院 訪問看護ステーションよいとこ

医療法人俊榮会 齋藤記念病院 訪問看護ステーション　デューン新潟

医療法人青松会 松浜病院 訪問看護ステーション　デューン上越

町立津南病院 訪問看護ステーション　デューン阿賀野

医療法人白日会黒川病院 田上町訪問看護ステーション

厚生連糸魚川総合病院 吉田病院長町訪問看護ステーション

病院
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　　6頁／　6枚中の

北陸実業団連盟事務局経由連合事務局あて 報告日

株式会社 記入者名 事業管理部　　敷本愛

新潟アルビレックスランニングクラブ 連絡先☎ 025-201-7666

メルアド shikimoto@albirex-rc.com

*後日、確認の連絡を入れる場合がありますので記入者名と連絡先は必ず記入してください。

⑤ 活動名 実施日/期間 記載の通り

イベントにおける感染症対策 ■ 無償

□ 報酬あり

【内容】

①検温機材のレンタル

②検温オペレーション

感染症対策のゾーニングからオペレーションまでを弊社で担当。

③『テレサ―体温記録活用アプリ―』の提供・運用サポート

④感染症対策備品の提供

　検温機材の他、アルコール消毒や飛沫防止に関わる備品を提供。

⑤アルコール消毒の徹底

入場者の手指消毒徹底を促す他、靴裏消毒やアルコール消毒台を設置。

2021年2月25日

最終締切日2月25日(木)

2020年度版　社会貢献活動報告書

(2020.4.1-2021.3.31)

報告チーム

or報告者

対価の有無*

◆活動内容

6月に入り新型ウイルスの感染拡大が徐々に落ち着き、各種イベントが再開したことを受け、今後各種イベントが安心・

安全に運営できるよう、新型ウイルス感染防止対策のプランニング運用を開始し、無償で提供いたしました。

イベント規模や予算を考慮し、 AI体温検知システム・タレット型サーマルカメラ、非接触型体温計等使用機材をご

提案・貸出する。

体調チェックシートに代わるアプリを活用し、ペーパーレス化、運営業務の効率化、接触回避、個人情報管理

の安全性向上を図る。

No. 開催日 体調管理 実施期間 イベント名 サポート内容 会場

1 6月27日(土) ー 新潟陸上競技協会 理事会
 来場者への検温

アルコール消毒の徹底
デンカビッグスワンスタジアム

2 7月－10月
アルビレックス新潟

ホームゲーム（全14試合）
 関係者への検温 デンカビッグスワンスタジアム

3 9月11日(金)～13日(日) 2020/8/28～2020/9/13 第89回日本インカレ　競技役員 テレサによる体調管理／入場管理 デンカビッグスワンスタジアム

4 10月18日(日) 2020/10/11～18 日清カップ新潟県小学生陸上交流会 テレサによる体調管理／入場管理 新潟市陸上競技場

5 11月15日(日) 2020/11/9～11/29 第65回全日本実業団対抗駅伝 北陸実業団予選 テレサによる体調管理 魚津桃山運動公園陸上競技場

6 11月28日(土) 2020/11/21～12/5 令和2年度陸上競技指導者研修会 テレサによる体調管理 デンカビッグスワンスタジアム/新潟市陸上競技場

7 12月4日(金) 2020/11/26～12/18 第104回日本選手権・長距離 テレサによる体調管理 ヤンマースタジアム長居

8 12月5日(土)～6日(日) 2020/11/28～12/20 令和2年度中学高校成年合同研修練習会 テレサによる体調管理 デンカビッグスワンスタジアム

9 12月6日(日) 2020/11/29～12/20 新潟陸協 投てき練習会 テレサによる体調管理 デンカビッグスワンスタジアム

10 ー 2020/12/16～2021/1/17 明治大学体育会競走部 テレサによる体調管理 明治大学

11 12月20日(日) 2020/12/19～21 総合空手 夢源会　定期試合 テレサによる体調管理／入場管理 亀田総合体育館

12 ー 2021/12/22～ 新潟医療福祉大学陸上競技部 テレサによる体調管理 新潟医療福祉大学

13 12月27日(日) 2020/12/24～30 年末108YOGA テレサによる体調管理 天寿園

14 1月9日(土)～10日(日) 2021/1/1～24 新潟陸協中学高校成年選手合同強化練習会 テレサによる体調管理 デンカビッグスワンスタジアム

15 ー 2021/1/13～3/31 日本陸連 各種強化合宿 テレサによる体調管理 各合宿地

16 1月24日(日) 2021/1/23～25 総合空手 夢源会　定期試合 テレサによる体調管理／入場管理 亀田総合体育館

17 ー 2021/2/1～ オールアルビレックス・スポーツクラブ テレサによる体調管理 各スクール会場

18 2月6日(土)～7日(日) 2021/1/30～2/7 新潟陸協中学高校成年選手合同強化練習会 テレサによる体調管理 デンカビッグスワンスタジアム

19 3月1日(月)～10日(水) 2021/2/22～3/17 2020年度実業団連合中距離 冬期選抜強化合宿 テレサによる体調管理 鹿児島県奄美市

mailto:shikimoto@albirex-rc.com

