
　　頁／　　枚中の

連盟事務局経由連合事務局あて 報告日 2018年3月3日

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

　

愛知県庁

① 活動名 実施日/期間

【ラオスにシューズを贈ろう】プロジェクト

概要・活動の狙い(自由記述)

*対象者、人数、具体的実施内容、取組み時に工夫した事、成果などを記載ください。

*活動が分かる資料があれば、PDF等により別紙添付してください。

報告チーム

or報告者

社会貢献活動報告書

所属しているクラブチームにて毎年、経済的貧困国であるラオス人民民主共和国にランニングシューズやス
パイクシューズを寄付する取り組みを行っています。ラオスではランニングシューズやスパイクシューズを買
うことは、トップ選手以外は叶わないという事実を聞き、多くの選手が荒れたグラウンドを裸足やサンダルで
走っているという状況であることを知りました。そこで、もう履かなくなったものの、まだ十分に履けるシューズ
があればそれを届けたいという思いから始まった企画です。
毎年１１月頃に愛知県で行われている大会『エブリバディ・デカスロン』にて、申込みをされた学校やチーム等
に添付した企画チラシを案内し、また大会当日の土曜と日曜の両日にも何度もアナウンスをさせてもらいな
がら、大会参加者等からラオスに贈るためのシューズの寄付を募っています。
2014年から毎年この大会にて寄付活動を行い、45足、72足、63足と毎年多くのシューズを贈ることが出来ま
した。小年度も60足のシューズを皆様から預からせていただき、ラオスに届けております。4年間で240足もの
シューズを贈ることが出来ました。また、現地からは、届いたシューズを履いて陸上により楽しく取り組めるよ
うになった、自己ベストが出せたなどの報告も聞いております。更には、2015年世界選手権に出場したラオ
ス選手も届けたシューズで練習をしたとも聞いています。国を越えて陸上を楽しんでもらえるような取り組み
をさせていただいております。
また、同取り組みは、2015年と2016年に読売新聞社様にも取材してもらい、紙面に載せていただきました。
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ラオスの子どもたちに走る喜びをプロジェクト～第４弾～ 

東海デカスロンチーム 

 東海デカスロンチームでは、東南アジアの国「ラオス人民民主共和国」にスポーツシューズを贈り、

ラオスの子どもたちが安全に陸上競技やスポーツを楽しめるための支援活動を行います。今大会に参加

される皆さんからも、現在使っていないスポーツシューズのご寄付をいただければ幸いです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

皆さんのご協力をいただき、 

2014年は 45 足、2015年は 72 足、2016年は 63足のシューズを届けました。 
皆さんから寄せられたランニングシューズやスパイクは、ラオスの子どもたちに届けられ、自己記録

更新の助けとなっています！ 

  

【ラオス共和国って？】 

タイやベトナムに囲まれ、面積は日本

の約 6 割、人口は 640 万人で日本の約

5％。世界の中でも貧しい国です。                   

競技場は荒れており、貧しいために整

備も出来ません。 

利用者はシューズを買えないために、

裸足やサンダルで走っています。 

使っていないシューズをお持ちの方は、ぜひ寄付にご協力を!! 

皆さんが使わなくなったシューズを、ラオスで支援活動を行っている方を通じて、10～18 歳の子ど

もたちに届け、「思い切り走りたい」「陸上競技で頑張りたい」という喜びや夢、希望の実現をお手

伝いします。 

◇アップシューズ、スパイクのどちらでもＯＫ。サイズは 22.0cm～28.0cm 

◇中古品の場合は、破れなどがなく十分に履けるものに限ります 

洗うか、土や汚れをしっかり落とし、きれいな状態にしてお持ち下さい 

大会当日にお持ちください。競技の合間に回収時間を設けご案内します。 
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　　頁／　　枚中の

連盟事務局経由連合事務局あて 報告日

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

愛知製鋼

① 活動名 実施日/期間：２０１７/５/２６(金)夕方番組

８月世界陸上５０ｋｍ競歩代表の丸尾選手を

紹介するNHKテレビ「ホットイーブニング」への出演

概要・活動の狙い(自由記述)

ロンドン世界陸上５０ｋｍ競歩の日本代表に丸尾　知司選手が決定し

NHK夕方番組 ほっとイーブインブ スポーツコーナーでの東海地区の注目選手を

紹介するテレビ企画に録画出演。

丸尾選手自身の地域でのPRはもちろん、愛知製鋼陸上競技部への関心をもってもらう目的と

これまで注目されなかった競歩種目を広める目的で取材・出演をする。

〈内容〉

①練習風景（ロードで歩く風景）　②練習風景（ストレッチ、体幹トレーニング風景）

③会社職場風景　④寮での食事風景　⑤指導者のコメント　⑥本人大会への抱負　等

【放映時間　約６分】

② 活動名 実施日/期間：２０１７/１０/１（日）夕方番組

８月世界陸上５０ｋｍ競歩５位入賞の丸尾選手を

メインにＣＢＣｽﾎﾟｰﾂLIVE High FIVE!!に生出演

概要・活動の狙い(自由記述)

ロンドン世界陸上５０ｋｍ競歩で見事５位入賞し、東海地区の注目選手を取り上げる

ＣＢＣテレビｽﾎﾟｰﾂLIVE High FIVE!!に生出演する。（生放送２５分番組）

ロンドン世界陸上の活躍で湧かせた丸尾選手を地域でもっと知ってもらい、本人の応援は

もちろん、陸上競技部チームが注目、応援してもらえるよう、テレビで取り上げてもらう。

〈内容〉

当日の①レースビデオ　②丸尾選手の日ごろの練習風景　③日本陸連競歩合宿での様子（練習、

選手同士のリラックス時間、食事風景、ストレッチ体幹トレーニング風景）　④競歩を始めた

高校生時のエピソード　⑤これまでの競技人生　⑥会社職場風景　⑦プライベート取材

（実家の両親、奥さん等）　⑧競歩ルールの実演指導　等　【放映時間　２５分】

2018年3月9日

社会貢献活動報告書

報告チーム

or報告者
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　　頁／　　枚中の

連盟事務局経由連合事務局あて 報告日

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

愛知製鋼

③ 活動名 実施日/期間：２０１７/８/１３(日)夜番組

８月世界陸上５０ｋｍ競歩代表の丸尾選手を

会社にて社員・地域の方とTV応援・観戦する

概要・活動の狙い(自由記述)

ロンドン世界陸上５０ｋｍ競歩に日本代表として丸尾　知司選手が出場し、社員、陸上部員、

地域の方々 総勢５０名が観戦・応援をする。

丸尾選手が後半順位を上げて見事 ５位入賞し、他の日本人選手も銀（２位）・銅（３位）メダル

を獲得する快挙となり会場は大いに盛り上がり、観戦に来られた地域の方々に喜んでいただき、

地元チーム愛知製鋼陸上部のファンを増やすことが出来た。

〈内容〉

会社フロアに大形テレビを設置し、応援メッセージを記入した日の丸旗を飾って

応援の雰囲気を盛り上げ、応援グッズも準備、軽い食事・飲み物も準備して４時間にも及ぶ

観戦を楽しく終えることができた。

④ 活動名 実施日/期間：２０１７/１２/２７（水）

丸尾選手が近畿東海地区高校合宿にて競歩パート

コーチとして高校生らを指導、自ら一緒に練習した。

概要・活動の狙い(自由記述)

全国高等学校体育連盟 近畿東海地区合宿に競歩パートコーチとして高校生を指導した。

歩き方の技術を自ら見本となって見せ一緒に午前、午後の練習をこなした。

近畿東海から集まった高校生らは、世界で活躍する選手に間近で指導を受け、

たくさんの刺激をもらった様で、競歩競技を

目指す次世代の選手を多く育てる活動に

貢献する今回の活動であった。

今後も普及活動に協力をしていきたい。

2018年3月9日

社会貢献活動報告書

報告チーム

or報告者
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　　頁／　　枚中の

連盟事務局経由連合事務局あて 報告日

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

愛知製鋼

⑤ 活動名 実施日/期間：２０１７/１２/２６(火)

丸尾選手の母校びわこ成蹊スポーツ大学の記念イベント

に招待されそこで参加した高校・大学生に陸上教室を実施

概要・活動の狙い(自由記述)

丸尾選手が母校大学の陸上競技場フィールドリニューアル記念イベントに招待され出席、

そこで高大連携事業の一環として高校生、大学生らを対象とした陸上競技教室を実施する。

次に世界を目指す選手が出てくることを願い、母校へ恩返しする形で生徒らと一緒に汗を流した。

⑥ 実施日/期間：２０１７/１２/２（土）

愛知市町村駅伝の地元 東海市チーム代表選手

として出場

概要・活動の狙い(自由記述)

愛知県内の市町村でチーム編成して開催される同駅伝には、愛知製鋼のある東海市チームに

毎年陸上競技部から選手１名（実業団選手として）を参加させている。

今回は最終９区を彦坂選手が出走し、１０位入賞を目指しましたが一歩及ばず１５位のゴール

であった。

今後もスポーツ活動で東海市民を元気つける活動を陸上競技部として貢献して行きたい。

2018年3月9日

社会貢献活動報告書

報告チーム

or報告者

　

　

活動名

33



　　頁／　　枚中の

連盟事務局経由連合事務局あて 報告日

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

愛知製鋼

⑦ 活動名　《予定》 実施日/期間：２０１８/３/１０(土)

地元 東海市民駅伝のサポートを地域貢献の一環で

陸上競技部全員でおこなう

概要・活動の狙い(自由記述)

東海市民駅伝を大池公園周回コースで３月１０日（土）実施予定です。

今回で８回目となる今大会には、１回目から陸上競技全部員が運営サポートとして

走路補助員、記録測定、スターター、中継呼び出し等を行い、大会の中で陸上教室も

参加者に実施している。

普段は地元の方々と触れ合う機会が少ないこともあり、１年に１回はこうした活動を

通してより選手との間が近づき、応援者の輪も広がることを目的として実施している。

⑧ 活動名 実施日/期間：２０１７/１０/１６（月）～１７（火）

松宮ｺｰﾁ兼選手の地元秋田県で「おはなし＆

ランニング教室」講師の実施

概要・活動の狙い(自由記述)

松宮コーチ兼選手の地元である秋田県由利本荘市の小学校と中学校で

「おはなし＆ランニング教室」講師として陸上競技の楽しさや走るためのヒントなどを伝える。

子どもたちとのふれあいや、リレー対決は大いに盛り上がり、オリンピックで活躍した松宮選手

との真剣勝負や、直接指導を体験した子どもたちはとても感動した様で地元の偉大な選手を

めざし、次世代の選手育成に今後も貢献していく。

2018年3月9日

社会貢献活動報告書

報告チーム

or報告者
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　　頁／　　枚中の

連盟事務局経由連合事務局あて 報告日

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

愛知製鋼

⑨ 活動名　《予定》 実施日/期間：２０１８/３/１８(日)

秋山選手の地元　マラソン大会にゲストランナー

として参加協力

概要・活動の狙い(自由記述)

秋山選手の地元 東京都板橋区で開催される「板橋CITYマラソン」に今年で３年連続の

ゲストランナー参加を予定している。

当日は２万人近いランナーが参加。箱根駅伝６区区間賞などで地元期待の選手とあって

注目される存在であり、特に高校生以下のジュニア選手にとっては目標とする選手として

ふれあう機会となっている。今回は実業団所属選手として愛知製鋼陸上競技部もPRし

個人としてもチームとしても応援者を増やす活動、またマラソン人気を盛り上げる活動と

して貢献する。

2018年3月9日

社会貢献活動報告書

報告チーム

or報告者

35



　　頁／　　枚中の

連盟事務局経由連合事務局あて 報告日

*後日、確認の連絡を入れる場合がありますのて゜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

概要・活動の狙い(自由記述)

　様々な障害をもった方を対象にしていますが、私の担当は車イスの肢体不自由の方と、難聴の方で
した。
　車イスの方は、私の指導前から和歌山大会2015で投擲種目を制覇するなど、輝かしい成績を収めて
おられました。しかし、現役選手の話を聞きたいと私を指名してくださり、今も指導をさせていただいてい
ます。左半身不随なので、本人の感覚に近づけての指導を心がけています。
　難聴の方は、聾学校の現役高校生で、やり投を始めたばかりということで、指導をさせていただいて
います。
　今年度の県高校総体では２年生優勝をし、インターハイを目指していましたが、怪我を重ねてしまい、
十分な力を発揮させてあげることができませんでした。最終学年となる来年度こそはと思っております。
全国聾大会ではやり投で優勝することができました。指導にあたり、わずかしか聞こえないので唇の動
きをよく読める選手なので、少しの手話やジェスチャーを交える程度です。

社会貢献活動報告書

報告チーム

or報告者

岐阜県立下呂特別支援学校教員

岐阜県障がい者アスリートクラブ

2015/12～至現在：月2回程
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　　頁／　　枚中の

連盟事務局経由連合事務局あて 報告日 H30.1.29

*後日、確認の連絡を入れる場合がありますのて゜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

学校・社会福祉施設への講師派遣

概要・活動の狙い(自由記述)

・陸上競技の普及を目的に岐阜県内の小・中学校を中心に指導を実施。

　４月～３月　県内２３校を回り、年齢にあわせた内容で行い、短距離走・ハードル走か依頼を受けて実施。

　（模範実技者として依頼を受けることもある。）

　特別学級クラスも２校担当し、レベルにあわせた指導を実施。

社会福祉施設への訪問活動、特別支援学校への陸上教室を実施した。

　４月～３月　県内３カ所で実施。年齢は社会福祉施設は１７歳から６５歳まで。

　特別支援学校は中学１～高３年生を対象に実施。

　「身体づくり運動」から「走る」楽しさを感じてもらうための指導を実施。

② 活動名 実施日/期間

県内陸上競技向上事業

概要・活動の狙い(自由記述)

・県内学校を対象に専門であるハードル種目の実技指導を実施。

・中高強化合宿での指導

③例目以降についてはこの様式を写してご記入ください。

社会貢献活動報告書

報告チーム

or報告者 （公財）岐阜県体育協会
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　1頁／1枚中の

連盟事務局経由連合事務局あて 報告日 2018.03.08

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

小島プレス

① 活動名 実施日/期間 2017.04.22.23

さくら道国際ネイチャーランのエイドボランティア

概要・活動の狙い(自由記述)

*対象者、人数、具体的実施内容、取組み時に工夫した事、成果などを記載ください。

*活動が分かる資料があれば、PDF等により別紙添付してください。

社会貢献活動報告書

報告チーム

or報告者

（目的）

さくら道国際ネイチャーランは、名古屋城（愛知県）をスタートして兼六園（石川県）にゴールする全長

266ｋｍを走り抜ける大会で、もともと同区間のバスの車掌だった方がその通りを「桜の木でつなぎた

い」という思いから桜の植樹を行ってきたものの、志半ばで亡くなったことの遺志を受け継ぎ、桜前線

の北上するこの時期に大会を行い完走したランナー及びスタッフの手で毎年植樹をしていく大会です。

この大会の趣旨に参賛同し、大事業に寄与すべく、毎年エイドステーションの運営を行い、同じ競技者

としての目線でランナー支援を行っています。

（エイドステーションでの主な実施事項）
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1

連盟事務局経由連合事務局あて 報告日 2018/1/26

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

(株）石實自動車

① 活動名 実施日/期間 2017/3/19

石實自動車主催運動会

概要・活動の狙い(自由記述)

*対象者、人数、具体的実施内容、取組み時に工夫した事、成果などを記載ください。

*活動が分かる資料があれば、PDF等により別紙添付してください。

半田運動公園　陸上競技場を３月１９日（日）AM９：００～PM１：００まで貸し切り催行しました。

対象者は顧客・顧客のご家族です。また、会社のエリアの東浦中学校　陸上競技部の協力を頂き

顧客は５０M走・走高跳・走り幅跳び　お子様（小学生以下）５０M走を２本・走り幅跳びの記録測定

中学生は、５０M走、１５０M走、１５００M走、走り幅跳び、走高跳の記録測定

また最後に、大人の代表チームと中学生とリレーをしました。

参加人数は、大人２３人　子ども２５人　中学生３０人です。

工夫したことは、個人として記録会と団体としてのリレーを混ぜ合わせることです。

成果 お客様と社員・取引先様の親交と、皆さまの健康の意識への向上心が高まったことです。

次回は2018/3/18を予定してます。今後も1年に1度継続していきたいと考えています。

社会貢献活動報告書

報告チーム

or報告者
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　　頁／　　枚中の

連盟事務局経由連合事務局あて 報告日 2018/3/9

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

日本保育サービス

① 活動名 実施日/期間 H30年度

日本陸連強化育成部　スタッフ

概要・活動の狙い(自由記述)

・ 日本陸連強化育成スタッフとして、合宿に参加。U20強化競技者の指導にあたる。

② 活動名 実施日/期間 H30年度

愛知陸上競技連盟　理事

概要・活動の狙い(自由記述)

・ 愛知陸上競技連盟の理事として、愛知県の陸上競技活性化に努めた

・ 理事会に出席

③ 活動名 実施日/期間 H30年度

名古屋市スポーツ推進審議会委員

概要・活動の狙い(自由記述)

・ 名古屋市スポーツ推進審議会委員として、名古屋市のスポーツ活性化に努めた

・ 名古屋市スポーツ推進審議会に出席

・ 第2期名古屋市スポーツ推進計画策定に参画

④ 活動名 実施日/期間 H30年度

中日スポー新聞コラム担当

概要・活動の狙い(自由記述)

・ 『陸上クィーンの個人レッスン』というコーナーで、子どもたち向けに、または一般向けに走り方のコツ等を執筆

・ 女性オリンピアン4名で担当

・ 毎週木曜日に掲載された

社会貢献活動報告書

報告チーム

or報告者
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⑤ 活動名 実施日/期間 H30年度

愛知つばさトラッククラブアカデミー

概要・活動の狙い(自由記述)

・ 陸上競技の普及および育成

・ 監督を務める

・ 毎週１回、小学生〜高校生の指導にあたる

⑥ 活動名 実施日/期間 H30年度

愛知キッズアスリートアカデミー

概要・活動の狙い(自由記述)

・ 中京テレビ、NPO法人スクスクスクールとタッグを組み、陸上競技の普及に努めている

・ トップコーチを務める

・ 毎週１回、小学生の指導にあたる。1回あたり約40〜50名

・ 現在キャンセル待ちが40名ほど

⑦ 活動名 実施日/期間 6/27、7/8

走り方クリニック(トヨタ自動車女子ソフトボール部)

概要・活動の狙い(自由記述)

・ 社会人チーム、他競技における走り方クリニックを実施

・ 対象チームの2017年成績：全日本総合選手権大会優勝、日本女子１部リーグ３位

⑧ 活動名 実施日/期間 H30年度

京都府立久御山高校高等学校学校評議委員

概要・活動の狙い(自由記述)

・ 特色を活かした学校運営、ブランディングの助言を行っている

・ 評議委員会に出席
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⑨ 活動名 実施日/期間 7/29、8/12、8/20

夏休み特別陸上教室(３回実施）

概要・活動の狙い(自由記述)

・ 愛知キッズアスリートアカデミー主催の陸上教室

・ 夏休みに３回実施

・ 小学生対象

10 活動名 実施日/期間 7月31日

陸上クリニック(豊田市立梅坪小学校)

概要・活動の狙い(自由記述)

・ 教員向けの陸上クリニック

・ 教員研修の一環として実施

・ 主に走り方のクリニックを実施

11 活動名 実施日/期間 9月1日

陸上クリニック(豊田市立梅坪小学校)

概要・活動の狙い(自由記述)

・ 児童向けの陸上クリニック

・ 小学５〜６年生が参加、約50名

・ 走り方、投げ方、走り幅跳びのクリニックを実施

12 活動名 実施日/期間 11月6日

東京通信大学　ゲストスピーカー

概要・活動の狙い(自由記述)

・ オリンピアンとして、ゲストスピーカーを務めた
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13 活動名 実施日/期間 1月6日

スポーツ選手ふれあい指導事業サッカー教室

概要・活動の狙い(自由記述)

・ 豊川市教育委員会主催

・ 小学４〜６年生のサッカー選手対象、約200名

・ 走り方クリニックを実施

14 活動名 実施日/期間 3月3日

第12回キッズアスレチックスフェスティバル開催

概要・活動の狙い(自由記述)

・ 実行委員長として、陸上競技の普及に努めた

・ 小学生以下、240名が参加

・ 陸上競技の裾野を広げるべく、大会の企画、開催、運営に力を注いだ

・ 3/4付中日スポー新聞掲載

15 活動名 実施日/期間 3月5日

オリンピック・パラリンピック教育

概要・活動の狙い(自由記述)

・ 東京都世田谷区立芦花中学校

・ 全校生徒対象

・ 講話

16 活動名 実施日/期間 3月5日

オリンピック・パラリンピック教育

概要・活動の狙い(自由記述)

・ 東京都世田谷区立芦花小学校

・ 小学6年生130名対象

・ 走り方クリニックと講話

43




