
　　頁／　　枚中の

連盟事務局経由連合事務局あて 報告日 2018/1/30

*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

社会医療法人　栗山会

飯　田　病　院

① 活動名 実施日/期間 別記記載

別　　記

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。

1 学校授業への講師派遣

６月 長野県飯田市緑ヶ丘中学校　講演・実技指導（競歩）/大坪章男監督　　大和千秋選手

９月 長野県下伊那郡平谷村　平谷小学校かけっこ教室　/　川上真弥選手

2 地域スポーツ普及活動/委員会アドバイザー

３月 長野陸協飯伊支部　陸上競技講習会　対象：小学生・中学生・高校生

講　　師 大坪章男監督　川上真弥選手　大和千秋選手

５月 長野陸協飯伊支部　陸上競技講習会　対象：小学生・中学生

講　　師 大坪章男監

８月 長野陸協飯伊支部　陸上競技講習会　対象：小学生・中学生・高校生

講　　師 大坪章男監

１２月 長野陸協飯伊支部　陸上競技講習会　対象：中学生・高校生

講　　師 大坪章男監　大和千秋選手

陸上強化合宿（愛知県南知多町２泊３日）　　対象：高校生希望者

講　　師 大坪章男監　今井紗緒里選手

長野陸協長野市支部　　陸上競技講習会　　対象：高校生

講　　師 中野直哉選手

1月 長野陸協長野市支部　　陸上競技講習会　　対象：高校生

講　　師 中野直哉選手

② 活動名 実施日/期間 別記記載

概要・活動の狙い(自由記述)

※ 通　　年 長野県下伊那郡阿智村　総合型地域スポーツクラブ　チャレンジゆうAchi

月曜日 ジュニア陸上教室（小学校１年生～中学生）　講師：大坪章男監督

火曜日 基礎トレーニング教室（超学生～社会人）　講師：大坪章男監督　川上真弥選手

大和千秋選手　都合のつく講師で

講習会 １回/年 テーピング・スポーツ障害講習 講師：大坪章男監督

運営委員会 アドバイザー

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
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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年2月7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

豊田自動織機（一般種目）

① 活動名 実施日/期間 ４月第2週日曜日

刈谷市陸上教室（４月）

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。

陸上競技部１０人程で、小学生から中学生約１００人ほど指導します。

種目は、短距離、跳躍が主です。

小学生は、低学年は短距離の走りの基本で最後に５０ｍを記録

高学年は最後に１００ｍを記録

中学生は、走りの基本からスタートブロックの使い方を指導します。最後に１００ｍを記録

跳躍練習では、バウンデングの練習方法などで最後に測定します。

社会貢献活動報告書

報告チーム

or報告者

45



　　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

②

ふれあい陸上教室

実施日/期間　　2017年１2月12日

実施日/期間　　2017年１2月12日

シャイニーブルーランニング教室

2018年1月29日

◆活動の狙い
　　日本実業団陸上競技連合企画による東日本大震災復興支援プログラムへの参加協力による社会貢献
と
　　陸上競技の普及促進
◆概要
　　(1)対象者： 松島市立松島第一小学校６年生65名
　　(2)参加者： 選手全員、牧野コーチ、鈴木マネージャー
　　(3)実施内容： ①ウォーミングアップ、②動きづくり、③ランニング実技、④ゲーム、⑤質問コーナー

社会貢献活動報告書

報告チーム

or報告者 豊田自動織機　女子陸上競技部

活動名

活動名

◆活動の狙い
　　豊田自動織機グループ会社従業員および家族へのランニング普及促進
◆概要
　　(1)対象者： 豊田自動織機グループ会社に勤務する従業員および家族 １７２名
　　(2)参加者： 選手・スタッフ全員、鈴木副社長(女子陸上部顧問)、矢藤女子陸上部長、平林ｾﾞﾈﾗﾙﾏﾈｰ
ｼﾞｬｰ
　　(3)実施内容
       ①初級・ジュニアコース： 基本の動きづくりとランニング体験
　　　 ②中・上級者コース： 女子陸上部選手のポイント練習(ビルドアップ走)にチャレンジ
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③

愛知駅伝刈谷市実行委員会アドバイザー

実施日/期間　　2017年6月～12月

◆活動の狙い
　　愛知県市町村対抗駅伝出場の地元刈谷市チームへの運営協力による地域貢献と普及促進

◆概要
　　(1)参加者　【アドバイザー】平林ゼネラルマネージャー、【選手】万代
　　(2)活動内容
　　　　①実行委員会へアドバイザーとして出席
　　　　②大会への選手派遣とジュニア選手への技術的アドバイス
　　　　③大会への帯同とチーム運営サポート

活動名
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1　　頁／　1枚中の

連盟事務局経由連合事務局　御中 報告日 1月25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

本巣松陽高教

① 活動名 実施日/期間

県高体連強化合宿

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。

私個人が主催、運営したわけではありませんが、組織の一員として活動しました。

社会貢献活動報告書

報告チーム

or報告者

岐阜県高体連陸上競技専門部が主催する、中３生以上のインターハイ強化選手・国
体候補選手を対象にした練習会や合宿の指導者として活動している。年度によって差
はあるが、年間１０日ほどの活動日があり、知識（理論）・技術の獲得や、試合時の心
のもち方等を指導している。
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　　1頁／　　4枚中の

連盟事務局経由連合事務局　御中 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

目的： 競技場のオープン

対象： 市内小中学生、保護者、市議会議員

人数： 100名

内容： 走り高跳び実演、陸上教室

工夫： 観覧場所の指定

成果： 陸上競技の普及

② 活動名 実施日/期間

目的： 会社の地域貢献活動

対象： 市内小学生、中学1年生

人数： 270名

内容： 走跳投の陸上教室

工夫： 市報による宣伝、広告

成果： 昨対5倍の人数、陸上競技の普及

③ 活動名 実施日/期間

目的： 鈴鹿を拠点にする人の授業

対象： 鈴鹿大学 1年生

人数： 150名

内容： 社会人アスリートの活動報告

工夫： パワーポイント資料作成

成果： 社会人アスリートの紹介、認知

2018年2月1日

社会貢献活動報告書   http://www.agf.co.jp/sports/#report

味の素ＡＧＦ
⇒ http://www.agf.co.jp/sports/#report
※活動報告は弊社HP『陸上競技のアスリート』に掲載

報告チーム

名張市民陸上競技場オープニングイベント

2017年4月1日

AGFキッズアスリート教室

鈴鹿大学 特別授業「鈴鹿学」講師

2017年4月29日

2017年5月31日
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　　2頁／　　4枚中の

連盟事務局経由連合事務局　御中 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

④ 活動名 実施日/期間

目的： 三重とこわか国体成功に向けて

対象： 県議会議員

人数： 8名

内容： 社会人アスリート活動報告

工夫： セカンドキャリア等の提言、現状の課題

成果： 社会人アスリート紹介、認知

⑤ 活動名 実施日/期間

目的： 会社の地域貢献活動

対象： 市内陸上記録会参加者

人数： 1000名

内容： ドリンク提供、ウェア展示、工場見学等

工夫： 2m30cm高さ体験、ウェア展示

成果： 地域との繋がり、信頼関係の強化

⑥ 活動名 実施日/期間

目的： 新施設オープンの周知

対象： 県内応募者

人数： 1000名

内容： 競技紹介、トーク

工夫： 支柱、バーの設置、事前取材によるVTR

成果： 陸上競技の普及、三重アスリートとしてのPR

2018年2月1日

社会貢献活動報告書

報告チーム
味の素ＡＧＦ
⇒ http://www.agf.co.jp/sports/#report
※活動報告は弊社HP『陸上競技のアスリート』に掲載

2017年9月21日

三重県議会 活動報告

AGF鈴鹿サンクスデー

2017年9月23日

2017年10月14日

サオリーナ オープニングイベント
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　　3頁／　　4枚中の

連盟事務局経由連合事務局　御中 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

⑦ 活動名 実施日/期間

目的： 東京五輪2020の成功に向けた提言

対象： 学会員、近隣在住の希望者

人数： 150名

内容： アスリートの立場から、アスリートができること

工夫： 自身の経験を踏まえて報告

成果： 選手、コーチ、研究者の立場から多方向の

議論ができた

⑧ 活動名 実施日/期間

目的： 母校凱旋、後輩へのメッセージ

対象： 小学5-6年生

人数： 300名

内容： 目標を持つことの大切さ

工夫： 映像と写真を使って飽きさせないように

成果： 御礼の手紙から、伝えたいことは伝わった

と感じた

⑨ 活動名 実施日/期間

目的： 市内スポーツイベントの活性化

対象： 全国のランナー

人数： 8000名

内容： 開会式での紹介、大会運営サポート

工夫： スタート地点での応援、サポート

成果： 大会の活性化、盛り上げ

2018年2月1日

社会貢献活動報告書

報告チーム
味の素ＡＧＦ
⇒ http://www.agf.co.jp/sports/#report
※活動報告は弊社HP『陸上競技のアスリート』に掲載

2017年10月22日

東海体育学会 パネリスト

2017年11月22日

母校 旭が丘小学校講演

鈴鹿シティマラソン ゲスト

2017年12月17日

51



　　4頁／　　4枚中の

連盟事務局経由連合事務局　御中 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

⑩ 活動名 実施日/期間

目的： 市内スポーツイベントの活性化

対象： 全国のランナー

人数： 1500名

内容： スターター、表彰プレゼンター、抽選会

工夫： 代表ウェアの着用、大会のサポート

成果： 大会の活性化、盛り上げ

⑪ 活動名 実施日/期間

目的： 市内スポーツチームの応援

対象： 大会関係者、観客

人数： 200名

内容： MVP花束贈呈、交流

工夫： サポーターウェアの着用

成果： 同市スポーツチームとの連携強化

陸上競技の普及

⑫ 活動名 実施日/期間

目的： 鈴鹿市を拠点にするアスリートの活動

対象： 東海10都市の競技会参加者

人数： 30名

内容： スポーツを通じた鈴鹿市との関わり

工夫： 活動報告と鈴鹿市との関わり報告

成果： 社会人アスリートの紹介、認知

鈴鹿市との関係強化

2018年2月1日

社会貢献活動報告書

報告チーム
味の素ＡＧＦ
⇒ http://www.agf.co.jp/sports/#report
※活動報告は弊社HP『陸上競技のアスリート』に掲載

2018年1月14日

亀山シティマラソン ゲスト

2018年1月21日

2018年2月7日

東海都市連携協議会

三重バイオレットアイリス ホーム戦応援
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	名称未設定

