
　１頁／　１６枚中の

中国実業団陸上競技連盟事務局　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

記入者名

連絡先☎

メルアド

活動名 実施日/期間

無償

報酬あり

*交通費実費や社会通念上妥当な菓子折り等の謝礼の受領は「無償」に分類してください。

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。

◆趣　旨 愛媛県西条市で開催された第２回西条ひうち記録会にて、

当部選手２名が２種目、延べ２レースのペースメーカーを務め、

大会参加の盛り上げに貢献するとともに、大会へ出場した愛媛県内を

中心とする地域の中高生・一般ランナーのレベルアップにも寄与した。

◆大会名 第２回西条ひうち長距離記録会

◆日　時 令和元年５月２５日（土）

◆場　所 西条ひうち陸上競技場

◆参　加 弊部４名　（選手２名・スタッフ２名）

◆概　要 男子３０００ｍ ３組目 １８：００スタート

【設定】９分００秒以内 【達成者】７名

男子５０００ｍ ２組目 １８：５０スタート

【設定】１５分００秒以内 【達成者】３名

　　　　 １４分５０秒以内 【達成者】２名

以　　　上

西条ひうち記録会ペースメーカー 対価の有無*

2月26日

社会貢献活動報告書

報告チーム

ＪＦＥスチール

藤原　涼

or報告者 ０８４－９４５－３０２５

r-fujiwara@jfe-steel.co.jp



　２頁／　１６枚中の

中国実業団陸上競技連盟事務局　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

記入者名

連絡先☎

メルアド

活動名 実施日/期間

無償

報酬あり

*交通費実費や社会通念上妥当な菓子折り等の謝礼の受領は「無償」に分類してください。

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。

◆日　時 令和元年５月３０日（木）１５：３０～１７：００

15:30～ 開講式

15:35～ 陸上教室 ①自己紹介・あいさつ

②準備体操・ストレッチ

③ウォーミングアップ

④グループ練習

⑤スタートの練習

⑥５０ｍタイムトライアル

⑦整理体操

⑧質問コーナー

（終了後、選手とのふれあい）

◆対　象 広島県福山市立引野小学校　児童６０名

◆参　加 弊部１６名（選手１３名・スタッフ３名）

◆場　所 広島県福山市立引野小学校　運動場

◆主　催 引野公民館

◆目　的 地元のスポーツ選手から走り方の技術指導を受け、学校や学区主催の

運動会にて実践する

◆概　要 　・小学校の放課後課外活動として陸上教室を開講

　・その場で腿上げ→歩行→スキップ→ランニングのように

　　立位状態から走動作へ関連性を持たせた走り方を意識させる

　・選手を児童とともにタイムトライアルに参加させ、児童の競争意識を高めさせる

以　　　上

放課後子ども走り方教室 対価の有無*

2月26日

社会貢献活動報告書

報告チーム

ＪＦＥスチール

藤原　涼

or報告者 ０８４－９４５－３０２５

r-fujiwara@jfe-steel.co.jp



　３頁／　１６枚中の

中国実業団陸上競技連盟事務局　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

記入者名

連絡先☎

メルアド

活動名 実施日/期間

無償

報酬あり

*交通費実費や社会通念上妥当な菓子折り等の謝礼の受領は「無償」に分類してください。

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。

◆日　時 令和元年５月３１日（金）１３：２５～１５：３０

13:25～ 開講式

13:30～ 陸上教室 ①自己紹介・あいさつ

②準備体操・ストレッチ

③ウォーミングアップ

④グループ練習

⑤タスキの受け渡し練習

⑥駅伝リレー

⑦整理体操

14:25～ 人権教室 　

（終了後、児童たちと記念撮影）

◆対　象 広島県福山市立福相小学校　児童４２名

（５年生　１９名　／６年生　２３名）

◆参　加 弊部１６名　（選手１３名・スタッフ３名）

◆場　所 広島県福山市立福相小学校　運動場

◆目　的 スポーツの体験を通じて、人と人とのコミュニケーション、チームワーク、相手の

立場に立った思考を子どもたちに身に付けさせ、人権尊重への理解を深める。

◆概　要 ①陸上教室

　・次走者へ思いやりのあるタスキ渡しを行う（相手を思いやる心）

　・走者以外はチームの仲間を応援する（チームワークの大切さ）

　・仲間への感謝の気持ちを伝える（相互の信頼）

②人権教室

　・児童たちと意見交換（陸上競技で得た体験をもとに回答）

　・人権に関する知的理解を深める。

　・外国人選手との言語や文化の壁を越えたふれあいを体得してもらう

以　　　上

2月26日

社会貢献活動報告書

報告チーム

or報告者

対価の有無*

藤原　涼

０８４－９４５－３０２５

r-fujiwara@jfe-steel.co.jp

ＪＦＥスチール

スポーツ人権教室（福相小学校）



　４頁／　１６枚中の

中国実業団陸上競技連盟事務局　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

記入者名

連絡先☎

メルアド

活動名 実施日/期間

無償

報酬あり

*交通費実費や社会通念上妥当な菓子折り等の謝礼の受領は「無償」に分類してください。

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。

◆日　時 令和元年６月２日（日）７：００～８：００

6:50～ 受付

7:00～ 河川敷清掃（50分程度)

◆場　所 広島県福山市芦田川河川敷

◆参加者 弊部１６名（選手１３名・スタッフ３名）

◆目　的 地域河川の自然環境を守ること、美しく安全に利用すること

◆概　要 　・河口～河口堰間、約5.6kmの河川敷を50分程度清掃

　・「燃やせるゴミ」、「缶類（アルミ・スチール）」、「ビン類」、「不燃ごみ」の

　　４種類に分別して回収した

以　　　上

河川敷清掃活動 対価の有無*

2月26日

社会貢献活動報告書

報告チーム

ＪＦＥスチール

藤原　涼

or報告者 ０８４－９４５－３０２５

r-fujiwara@jfe-steel.co.jp



　５頁／　１６枚中の

中国実業団陸上競技連盟事務局　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

記入者名

連絡先☎

メルアド

活動名 実施日/期間

無償

報酬あり

*交通費実費や社会通念上妥当な菓子折り等の謝礼の受領は「無償」に分類してください。

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。

◆日　時 令和元年６月２４日（月）１３：４５～１５：３５

13:45～ 開講式

13:50～ 陸上教室 ①自己紹介・あいさつ

②準備体操・ストレッチ

③ウォーミングアップ

④グループ練習

⑤タスキの受け渡し練習

⑥駅伝リレー

⑦整理体操

14:45～ 人権教室 　

（終了後、児童たちと記念撮影）

◆対　象 広島県福山市立御幸小学校　児童１３２名

（６年生　１３２名）

◆参　加 弊部１０名　（選手８名・スタッフ２名）

◆場　所 広島県福山市立御幸小学校　運動場

◆参　加 弊部１６名　（選手１３名・スタッフ３名）

◆目　的 スポーツの体験を通じて、人と人とのコミュニケーション、チームワーク、相手の

立場に立った思考を子どもたちに身に付けさせ、人権尊重への理解を深める。

◆概　要 ①陸上教室

　・次走者へ思いやりのあるタスキ渡しを行う（相手を思いやる心）

　・走者以外はチームの仲間を応援する（チームワークの大切さ）

　・仲間への感謝の気持ちを伝える（相互の信頼）

②人権教室

　・児童たちと意見交換（陸上競技で得た体験をもとに回答）

　・人権に関する知的理解を深める。

　・外国人選手との言語や文化の壁を越えたふれあいを体得してもらう

以　　　上

スポーツ人権教室（御幸小学校） 対価の有無*

2月26日

社会貢献活動報告書

報告チーム

ＪＦＥスチール

藤原　涼

or報告者 ０８４－９４５－３０２５

r-fujiwara@jfe-steel.co.jp



　６頁／　１６枚中の

中国実業団陸上競技連盟事務局　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

記入者名

連絡先☎

メルアド

活動名 実施日/期間

無償

報酬あり

*交通費実費や社会通念上妥当な菓子折り等の謝礼の受領は「無償」に分類してください。

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。

◆日　時 令和元年７月２日（火）１３：４５～１５：３５

13:45～ 開講式

13:50～ 陸上教室 ①自己紹介・あいさつ

②準備体操・ストレッチ

③ウォーミングアップ

④グループ練習

⑤タスキの受け渡し練習

⑥駅伝リレー

⑦整理体操

14:45～ 人権教室 　

（終了後、児童たちと記念撮影）

◆対　象 広島県福山市立霞小学校　児童４４名

（６年生　４４名）

◆参　加 弊部１６名　（選手１３名・スタッフ３名）

◆場　所 広島県福山市立霞小学校　運動場

◆目　的 スポーツの体験を通じて、人と人とのコミュニケーション、チームワーク、相手の

立場に立った思考を子どもたちに身に付けさせ、人権尊重への理解を深める。

◆概　要 ①陸上教室

　・次走者へ思いやりのあるタスキ渡しを行う（相手を思いやる心）

　・走者以外はチームの仲間を応援する（チームワークの大切さ）

　・仲間への感謝の気持ちを伝える（相互の信頼）

②人権教室

　・児童たちと意見交換（陸上競技で得た体験をもとに回答）

　・人権に関する知的理解を深める。

　・外国人選手との言語や文化の壁を越えたふれあいを体得してもらう

以　　　上

スポーツ人権教室（霞小学校） 対価の有無*

2月26日

社会貢献活動報告書

報告チーム

ＪＦＥスチール

藤原　涼

or報告者 ０８４－９４５－３０２５

r-fujiwara@jfe-steel.co.jp



　７頁／　１６枚中の

中国実業団陸上競技連盟事務局　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

記入者名

連絡先☎

メルアド

活動名 実施日/期間

無償

報酬あり

*交通費実費や社会通念上妥当な菓子折り等の謝礼の受領は「無償」に分類してください。

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。

◆日　時 令和元年７月７日（日）８：００～９：００

7:50～ 受付

8:00～ 河川敷清掃（50分程度)

◆場　所 岡山県笠岡市笠岡湾内

◆主　催 笠岡市

◆参加者 弊部９名（選手８名・スタッフ１名）

◆目　的 笠岡湾は国が指定する天然記念物、カブトガニの繁殖地となっており、

その生息地となる地域河川の自然環境を守るべく、本活動を実施した。

◆概　要 　・カブトガニの繁殖地となる笠岡市 神島付近の海岸を50分程度清掃

　・「燃やせるゴミ」、「缶類（アルミ・スチール）」、「ビン類」、「不燃ごみ」の

　　４種類に分別して回収した

以　　　上

カブトガニ生息地海岸清掃活動 対価の有無*

2月26日

社会貢献活動報告書

報告チーム

ＪＦＥスチール

藤原　涼

or報告者 ０８４－９４５－３０２５

r-fujiwara@jfe-steel.co.jp



　８頁／　１６枚中の

中国実業団陸上競技連盟事務局　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

記入者名

連絡先☎

メルアド

活動名 実施日/期間

無償

報酬あり

*交通費実費や社会通念上妥当な菓子折り等の謝礼の受領は「無償」に分類してください。

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。

◆日　時 令和元年９月２７日（金）１５：００～１６：３０

◆場　所 福山市役所

◆対　象 福山市議会議員・福山市職員・福山市スポーツ協会関係者他

◆参　加 伊藤監督

◆目　的 スポーツ振興議員連盟の議員内研修の一環

スポーツで福山市を盛り上げる

◆概　要 講演　「スポーツで福山市を盛り上げる方策について」

以　　　上

スポーツ振興議員連盟講演会 対価の有無*

2月26日

社会貢献活動報告書

報告チーム

ＪＦＥスチール

藤原　涼

or報告者 ０８４－９４５－３０２５

r-fujiwara@jfe-steel.co.jp



　９頁／　１６枚中の

中国実業団陸上競技連盟事務局　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

記入者名

連絡先☎

メルアド

活動名 実施日/期間

無償

報酬あり

*交通費実費や社会通念上妥当な菓子折り等の謝礼の受領は「無償」に分類してください。

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。

◆日　時 令和元年１０月２日（水）１３：４５～１５：３５

13:45～ 開講式

13:50～ 陸上教室 ①自己紹介・あいさつ

②準備体操・ストレッチ

③ウォーミングアップ

④グループ練習

⑤タスキの受け渡し練習

⑥駅伝リレー

⑦整理体操

14:45～ 人権教室 　

（終了後、児童たちと記念撮影）

◆対　象 広島県福山市立道上小学校　児童９８名

（６年生　９８名）

◆場　所 広島県福山市立道上小学校　運動場

◆参　加 弊部１７名　（選手１４名・スタッフ３名）

◆目　的 スポーツの体験を通じて、人と人とのコミュニケーション、チームワーク、相手の

立場に立った思考を子どもたちに身に付けさせ、人権尊重への理解を深める。

◆概　要 ①陸上教室

　・次走者へ思いやりのあるタスキ渡しを行う（相手を思いやる心）

　・走者以外はチームの仲間を応援する（チームワークの大切さ）

　・仲間への感謝の気持ちを伝える（相互の信頼）

②人権教室

　・児童たちと意見交換（陸上競技で得た体験をもとに回答）

　・人権に関する知的理解を深める。

　・外国人選手との言語や文化の壁を越えたふれあいを体得してもらう

以　　　上

スポーツ人権教室（道上小学校） 対価の有無*

2月26日

社会貢献活動報告書

報告チーム

ＪＦＥスチール

藤原　涼

or報告者 ０８４－９４５－３０２５

r-fujiwara@jfe-steel.co.jp



　１０頁／　１６枚中の

中国実業団陸上競技連盟事務局　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

記入者名

連絡先☎

メルアド

活動名 実施日/期間

無償

報酬あり

*交通費実費や社会通念上妥当な菓子折り等の謝礼の受領は「無償」に分類してください。

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。

◆日　時 令和元年１０月３０日（水）１６：００～１８：００

16:00～ 受付

16:30～ 開講式

16:35～ 陸上教室 ①自己紹介・あいさつ

②準備体操・ストレッチ

③ウォーミングアップ

④１５分間走（競技場内のアップダウンを利用）

⑤整理体操

⑥質問コーナー

◆対　象 山口県防府市近傍のランニングクラブに所属する児童　１３０名ほど

（幼稚園年少から小学４年生を対象）

◆参　加 弊部３名　（スタッフ３名）

◆場　所 山口県防府市陸上競技場

◆概　要 　・山口県防府市体育協会主催

　・山口県防府市にて合宿中に本教室へスタッフ３名が参加

　・年間を通じて計４回ほど実施している内の１コマを臨時講師として参加した

以　　　上

防府市持久走記録アップ教室 対価の有無*

2月26日

社会貢献活動報告書

報告チーム

ＪＦＥスチール

藤原　涼

or報告者 ０８４－９４５－３０２５

r-fujiwara@jfe-steel.co.jp



　１１頁／　１６枚中の

中国実業団陸上競技連盟事務局　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

記入者名

連絡先☎

メルアド

活動名 実施日/期間

無償

報酬あり

*交通費実費や社会通念上妥当な菓子折り等の謝礼の受領は「無償」に分類してください。

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。

◆日　時 令和元年１１月１２日（火）１３：４５～１５：２５

13:45～ 開講式

13:50～ 陸上教室 ①自己紹介・あいさつ

②準備体操・ストレッチ

③ウォーミングアップ

④グループ練習

⑤タスキの受け渡し練習

⑥駅伝リレー

⑦整理体操

14:45～ 人権教室 　

（終了後、児童たちと記念撮影）

◆対　象 広島県福山市立千田小学校　児童９５名

（６年生　９５名）

◆参　加 弊部１７名　（選手１４名・スタッフ３名）

◆場　所 広島県福山市立千田小学校　運動場

◆目　的 スポーツの体験を通じて、人と人とのコミュニケーション、チームワーク、相手の

立場に立った思考を子どもたちに身に付けさせ、人権尊重への理解を深める。

◆概　要 ①陸上教室

　・次走者へ思いやりのあるタスキ渡しを行う（相手を思いやる心）

　・走者以外はチームの仲間を応援する（チームワークの大切さ）

　・仲間への感謝の気持ちを伝える（相互の信頼）

②人権教室

　・児童たちと意見交換（陸上競技で得た体験をもとに回答）

　・人権に関する知的理解を深める。

　・外国人選手との言語や文化の壁を越えたふれあいを体得してもらう

以　　　上

スポーツ人権教室（千田小学校） 対価の有無*

2月26日

社会貢献活動報告書

報告チーム

ＪＦＥスチール

藤原　涼

or報告者 ０８４－９４５－３０２５

r-fujiwara@jfe-steel.co.jp



　１２頁／　１６枚中の

中国実業団陸上競技連盟事務局　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

記入者名

連絡先☎

メルアド

活動名 実施日/期間

無償

報酬あり

*交通費実費や社会通念上妥当な菓子折り等の謝礼の受領は「無償」に分類してください。

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。

◆日　時 令和元年１１月２５日（月）

10:30～ 授　業　開　始（３時間目）

陸上教室 ①自己紹介・あいさつ

②準備体操・ストレッチ

③ウォーミングアップ

④グループ練習

⑤ペースランニング

⑥整理体操

（終了後、児童たちと記念撮影）

11:30～ 授　業　開　始（４時間目）

陸上教室 ①自己紹介・あいさつ

②準備体操・ストレッチ

③ウォーミングアップ

④グループ練習

⑤ペースランニング

⑥整理体操

（終了後、児童たちと記念撮影）

12:35～ 給食交流 選手・スタッフが各クラスへ移動し、児童らと一緒に給食を摂る

（食育の観点から、好き嫌いや残さずに食べる事等をレクチャー）

◆対　象 広島県府中市立府中南小学校　児童１２５名

（小学校１～３年の低学年生対象・延べ６３名）

（小学校４～６年の高学年生対象・延べ６２名）

◆場　所 広島県府中市立府中南小学校　運動場

◆参　加 弊部１７名（選手１４名・スタッフ３名）

◆概　要 ①陸上教室

　・次走者へ思いやりのあるタスキ渡しを行う（相手を思いやる心）

　・走者以外はチームの仲間を応援する（チームワークの大切さ）

　・仲間への感謝の気持ちを伝える（相互の信頼）

以　　　上

陸上教室（府中南小学校） 対価の有無*

2月26日

社会貢献活動報告書

報告チーム

ＪＦＥスチール

藤原　涼

or報告者 ０８４－９４５－３０２５

r-fujiwara@jfe-steel.co.jp



　１３頁／　１６枚中の

中国実業団陸上競技連盟事務局　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

記入者名

連絡先☎

メルアド

活動名 実施日/期間

無償

報酬あり

*交通費実費や社会通念上妥当な菓子折り等の謝礼の受領は「無償」に分類してください。

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。

◆日　時 令和元年１１月２７日（水）１０：００～１１：００

◆場　所 広島県三次警察署

◆対　象 広島県三次警察署員　５０名ほど

◆参　加 伊藤監督

◆目　的 署員の職務倫理・士気向上

◆概　要 講演　「極める」

　・現役時代や監督業務の苦労話や秘話

　・人材育成論や強い組織を作るための方法

　・勝利への飽くなき探求心　など

以　　　上

三次警察署講演会 対価の有無*

2月26日

社会貢献活動報告書

報告チーム

ＪＦＥスチール

藤原　涼

or報告者 ０８４－９４５－３０２５

r-fujiwara@jfe-steel.co.jp



　１４頁／　１６枚中の

中国実業団陸上競技連盟事務局　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

記入者名

連絡先☎

メルアド

活動名 実施日/期間

無償

報酬あり

*交通費実費や社会通念上妥当な菓子折り等の謝礼の受領は「無償」に分類してください。

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。

◆日　時 令和元年１２月１４日（土）　１６：００～１７：３０

◆概　要 15:30～ 開　場

16:00～ 開　演

17:30～ 終　演

防府読売マラソン大会の５０回記念イベントとして、日本陸上競技連盟強化委員会

マラソン強化戦略プロジェクトリーダーの瀬古利彦氏（横浜DeNAランニングクラブ）と

弊社監督の伊藤国光による特別講演会を行った。同イベントは、防府市・読売新聞社

KRY山口放送の３団体が主催として、現役時代には語る事が出来なかった秘話や

今後の陸上競技界の展望などを質疑応答を交えて熱く語った。

◆対　象 中学生以上を対象としたペア１８０組（３６０名）

◆参　加 伊藤監督

◆場　所 山口県防府市　防府グランドホテル

以　　　上

第５０回記念防府読売マラソン大会特別講演会 対価の有無*

2月26日

社会貢献活動報告書

報告チーム

ＪＦＥスチール

藤原　涼

or報告者 ０８４－９４５－３０２５

r-fujiwara@jfe-steel.co.jp



　１５頁／　１６枚中の

中国実業団陸上競技連盟事務局　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

記入者名

連絡先☎

メルアド

活動名 実施日/期間

無償

報酬あり

*交通費実費や社会通念上妥当な菓子折り等の謝礼の受領は「無償」に分類してください。

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。

◆日　時 令和２年１月５日（日）　９：００～１２：３０

◆概　要 9:15～ ①開会式

9:30～ ②走り方教室

　・グループに分かれて走り方の指導

　　（腕振り・腿上げ・歩行など）

　・タスキ渡しの練習

　　（相手が受け取りやすい渡し方のレクチャー）

10:00～ ③駅伝大会スタート 延べ１０チームほど

　（弊部もチームを編成してレースへ参加）

10:45～ ④マラソン大会スタート

　（年次に応じた距離の部門を設けて実施、ペースメーカーを務めた）

12:00～ ⑤とんど祭り

　（地域の祭事に一緒に参加した）

12:30～ ⑥閉会式

◆対　象 広島県福山市曙町　児童１００名ほど／ご父兄方３０名ほど

◆場　所 広島県福山市曙町　曙公園

◆参　加 弊部１０名（選手７名・スタッフ３名）

【写真】

・現役時代に駅伝で大活躍だった

　伊藤監督が今大会では１区を務めた

以　　　上

曙学区新春駅伝・マラソン大会 対価の有無*

2月26日

社会貢献活動報告書

報告チーム

ＪＦＥスチール

藤原　涼

or報告者 ０８４－９４５－３０２５

r-fujiwara@jfe-steel.co.jp



　１６頁／　１６枚中の

中国実業団陸上競技連盟事務局　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

記入者名

連絡先☎

メルアド

活動名 実施日/期間

無償

報酬あり

*交通費実費や社会通念上妥当な菓子折り等の謝礼の受領は「無償」に分類してください。

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。

◆日　時 令和２年１月１９日（日）　９：００～１２：３０

◆概　要 9:00～ ①開会式

9:30～ ②走り方教室

　・グループに分かれて走り方の指導

　　（腕振り・腿上げ・歩行など）

　・ウォーミングアップのレクチャー

10:00～ ③駅伝大会スタート

　・延べ９チーム

　　町内会７チーム／福山市立高校野球部１チーム／JFEスチール１チーム

　・８区間・全２０．４ｋｍ

　　１区（３．２５ｋｍ）

　　２区（３．３ｋｍ）

　　３区（３．３ｋｍ）

　　４区（１．６ｋｍ）

　　５区（１．６ｋｍ）

　　６区（１．９ｋｍ）

　　７区（１．５ｋｍ）

　　８区（４．０ｋｍ）

12:00～ ④閉会式

◆対　象 広島県福山市赤坂町　体育会役員　６０名ほど

　 選手１２０名・地域交通整理員１００名・連合町内会役員１０名

◆場　所 広島県福山市赤坂町　赤坂小学校

◆参　加 弊部７名（選手５名・スタッフ２名）

以　　　上

赤坂学区町内一周駅伝大会 対価の有無*

2月26日

社会貢献活動報告書

報告チーム

ＪＦＥスチール

藤原　涼

or報告者 ０８４－９４５－３０２５

r-fujiwara@jfe-steel.co.jp





































1  頁／4枚中の

連盟事務局経由連合事務局あて 報告日 2020年2月7日

記入者名 江頭 健太

マツダ 連絡先☎ 090-1332-2764

メルアド egashira.k@mazda.co.jp

*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

マツダかけっこクリニック ■ 無償

□ 報酬あり

*交通費実費や社会通念上妥当な菓子折り等の謝礼の受領は「無償」に分類してください。

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。

対象：小学生（1年生～6年生）

人数：100名

陸上部参加者：3名

② 活動名 実施日/期間

八雲町陸上教室 ■ 無償

□ 報酬あり

*交通費実費や社会通念上妥当な菓子折り等の謝礼の受領は「無償」に分類してください。

概要・活動の狙い(自由記述)

対象：同町の小学生

人数：11名

陸上部参加者：3名

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。

合宿先の北海道八雲町より依頼を受け、地域貢献の一環として実施。

実業団選手とふれあいながら走り方の基礎やストレッチなどを中心に実施

2019年7月14日

最終締切日2月27日(木)

対価の有無*

2019年度版 社会貢献活動報告書

報告チーム

or報告者

対価の有無*

(2019.4.1-2020.3.31)

安芸区より依頼を受け実施。

小学生を中心に準備運動から走り方の基礎や動きづくりなどを中心に実施

2019年7月6日



2  頁／4枚中の

連盟事務局経由連合事務局あて 報告日 2020年2月7日

記入者名 江頭 健太

マツダ 連絡先☎ 090-1332-2764

メルアド egashira.k@mazda.co.jp

*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

剣淵町陸上教室 ■ 無償

□ 報酬あり

*交通費実費や社会通念上妥当な菓子折り等の謝礼の受領は「無償」に分類してください。

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。

対象：剣淵町内の小学生（1年生～6年生）

人数：20名

陸上部参加者：6名

② 活動名 実施日/期間

みんなで走ろう！～めざせ！あのマラソン～ ■ 無償

□ 報酬あり

*交通費実費や社会通念上妥当な菓子折り等の謝礼の受領は「無償」に分類してください。

概要・活動の狙い(自由記述)

対象：マラソン大会出場を目指す小学生以上

人数：19名

陸上部参加者：5名

2019年7月14日

最終締切日2月27日(木)

2019年度版 社会貢献活動報告書
(2019.4.1-2020.3.31)

報告チーム

or報告者

対価の有無*

合宿先である北海道剣淵町にて地域貢献の一環として、町内の小学生を対象に走り方の基礎を中心に子供たちとふれい

あいながら走る事やチームへ関心をもってもらう。

2019年9月29日

対価の有無*

各地でマラソンシーズンを迎える時期に、ランニングの練習を通して走る事への関心を深めてもらう。

主な実施内容：走り方の基礎、練習方法、心構えなど。



3  頁／4枚中の

連盟事務局経由連合事務局あて 報告日 2020年2月7日

記入者名 江頭 健太

マツダ 連絡先☎ 090-1332-2764

メルアド egashira.k@mazda.co.jp

*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

真庭市陸上教室 ■ 無償

□ 報酬あり

*交通費実費や社会通念上妥当な菓子折り等の謝礼の受領は「無償」に分類してください。

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。

対象者 ：真庭市内の小学生（1～6年生）

人 数 ：100名

陸上部参加者 ：12名

② 活動名 実施日/期間

呉市立昭和南小学校 ■ 無償

□ 報酬あり

*交通費実費や社会通念上妥当な菓子折り等の謝礼の受領は「無償」に分類してください。

概要・活動の狙い(自由記述)

対象者 ：呉市立昭和南小学校生徒（5・6年生）

人 数 ：約72名

陸上部参加者 ：14名

呉市出身の山本憲二選手を通じて、毎年小学校より依頼があり、

5回目をむかえ小学校の恒例行事ともなっている。

小学校5・6年生を対象に走ることの楽しさを伝えると共に競技への関心を持ってもらう。

また、実業団選手と触れ合いながら走り方などを学ぶことで選手・チームへの関心を持ってもらう。

2019年10月10日

対価の有無*

合宿地での地域貢献活動の一環として、昨年より陸上教室を実施。

真庭市に協力してもらうことで市内の小学生に呼び掛けてもらう事で1年生～6年生の小学生を対象に実施

対価の有無*

2019年10月10日

最終締切日2月27日(木)

2019年度版 社会貢献活動報告書
(2019.4.1-2020.3.31)

報告チーム

or報告者



4  頁／4枚中の

連盟事務局経由連合事務局あて 報告日 2020年2月7日

記入者名 江頭 健太

マツダ 連絡先☎ 090-1332-2764

メルアド egashira.k@mazda.co.jp

*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

海田小学校 ■ 無償

□ 報酬あり

*交通費実費や社会通念上妥当な菓子折り等の謝礼の受領は「無償」に分類してください。

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。

対象者 ：小学校4年生

人 数 ：約90名

陸上部参加者 ：5名（予定）

② 活動名 実施日/期間

安佐北区ふれあいマラソン ■ 無償

□ 報酬あり

*交通費実費や社会通念上妥当な菓子折り等の謝礼の受領は「無償」に分類してください。

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。

対象者 ：市民ランナー

人 数 ：約1000名

陸上部参加者 ：4名（予定）

2020年3月5日

大会主催者からの依頼により、安佐北区ふれあいマラソンへゲストランナーとして出場予定

最終締切日2月27日(木)

2019年度版 社会貢献活動報告書
(2019.4.1-2020.3.31)

報告チーム

or報告者

対価の有無*

陸上部ＯＢを通じて小学校より依頼。地域貢献活動として実施予定。

2020年3月8日

対価の有無*





陸上教室実施報告（2019/10/10 陸上競技部 ） 
 

 
 

日時 ：2019年 10月 10日（木） 
場所 ：呉市立呉昭和南小学校 グランド 
対象者：呉昭和南小学校生徒 5，6年生（約 80人）  
陸上部参加者：山本（憲）、圓井、田中、延藤、周防、山本（雄）、寺西、橋本 
新井、島田、向、廣、ジョセファト、ギデオン 
 
◆当日のスケジュール 
14:30～14:40  マツダ陸上部紹介 

14:40～15:00    ウォーミングアップ 

15:00～15:40    グループに分かれて動き作りの指導 

15:40～16:00  チーム対抗のリレー 

16:00～16:20    クールダウン 

16:20～16:30  挨拶、記念撮影 

 
◆当日の写真 

   

 

   

 
 



陸上教室実施報告（2019/10/10 陸上競技部 ） 
 

 
 

   
 
 

 
 
 
 
 



1  頁／  1枚中の

連盟事務局経由連合事務局あて 報告日

記入者名

連絡先☎

メルアド

*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

☑ 無償

□ 報酬あり

概要・活動の狙い(自由記述)

② 活動名 実施日/期間

□ 無償

□ 報酬あり

*交通費実費や社会通念上妥当な菓子折り等の謝礼の受領は「無償」に分類してください。

概要・活動の狙い(自由記述)

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。

吉岡隆徳記念第73回出雲陸上競技大会

大会規模  参加選手1,000名 観覧者2,500名

ましたが、15年以上続けています。

10年前頃は、アスリート(土江寛裕・錦織育子・朝原宣治・為末大・当社選手など)の方々に

協力していただき、大会終了後、陸上教室の開催をしていました。(過去の事です。)

最終締切日2月27日(木)

対価の有無*

2019年度版 社会貢献活動報告書

報告チーム

or報告者

対価の有無*

(2019.4.1-2020.3.31)

株式会社 丸三

林 祐治

0853-25-0333

hayashi@marusan-dream.co.jp

出雲陸上競技大会 協賛

2019年4月20日・21日

2020.2.12

地元の小中高の学生が多数参加する大会で、青少年にトップアスリートの走りを間近で

見てもらいたいとの思いから、トップアスリートの招待として、今は協賛金のみとなり



  頁／  枚中の

連盟事務局経由連合事務局あて 報告日

記入者名

連絡先☎

メルアド

*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

□ 無償

☑ 報酬あり

*交通費実費や社会通念上妥当な菓子折り等の謝礼の受領は「無償」に分類してください。

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。

対象者： クラブ会員（幼児、小学生、中学生、高校生、一般） 約100名

参加者： 中学校・高校教員、一般指導者（5～10名程度）

実施競技：短距離、中・⾧距離、跳躍（幅三段、髙）、投てき、ジュニア（1歳～小学生）

活動内容：①部活動、学校の枠を超えた合同練習会

②部活動指導者の研修

取り組み時の工夫：基礎的な部分を重点的におこなう。

各学校に持ち帰って練習に取り入れられるよう、ポイントを丁寧に指導する。

特に中学校は陸上未経験の顧問の先生も多い為、指導者育成の面も持つ。

競技力に幅がある場合はブロックに分けて指導する。（1年生と2・3年生 など）

② 活動名 実施日/期間

□ 無償

□ 報酬あり

*交通費実費や社会通念上妥当な菓子折り等の謝礼の受領は「無償」に分類してください。

概要・活動の狙い(自由記述)

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。

最終締切日2月27日(木)

対価の有無*

2019年度版 社会貢献活動報告書

報告チーム

or報告者

対価の有無*

(2019.4.1-2020.3.31)

毎週土曜日

潮アスレティッククラブ

2月6日

誠英高教

松﨑 裕登

080-1923-8311

y-matsuzaki@seiei.ac.jp



  1頁／2枚中の

連盟事務局経由連合事務局あて 報告日 2020年2月27日

記入者名 堀 弘樹

連絡先☎ 080-6270-5428

メルアド hori.hiroki@daisojapan.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 6月16日（日）

☑ 無償

□ 報酬あり

*交通費実費や社会通念上妥当な菓子折り等の謝礼の受領は「無償」に分類してください。

全校生徒・地域住民・保護者

約170名

② 活動名 実施日/期間 11月6日（水）

□ 無償

☑ 報酬あり

*交通費実費や社会通念上妥当な菓子折り等の謝礼の受領は「無償」に分類してください。

年⾧～小学4年生

150名

最終締切日2月27日(木)

対価の有無*

2019年度版 社会貢献活動報告書

報告チーム

or報告者

対価の有無*

(2019.4.1-2020.3.31)

ダイソー

警固屋学園教育講演会

①対 象 者 ：

②人   数 ：

③実施内容：

令和元年度持久走記録アップ教室

警固屋学園の教育講演会の一貫として、警固屋学園の卒業生である平村選手が講演を行

いました。まずは駅伝部スタッフが株式会社大創産業の概要等を説明し、その後平村選

手がこれまでの陸上人生を通して学んだことや、ダイソーを選択した理由などの話をし

ました。

小学生から中学生、地域住民の方々まで幅広い年代の方に向けての講演となり、活発な

質疑応答もみられました。

①対 象 者 ：

②人   数 ：

③実施内容： 本教室は学校での持久走大会までの記録アップを目標として開催されました。教室では

防府市陸上競技協会の方とダイソーのスタッフ・選手が一緒になって子ども達を指導い

たしました。主にグランドの周りの芝を利用してランニングを行いました。子どもたち

もクラス別で走りましたが終始笑顔の耐えない活動ができました。



  2頁／2枚中の

③ 活動名 実施日/期間 2020年5月～3月

□ 無償

☑ 報酬あり

*交通費実費や社会通念上妥当な菓子折り等の謝礼の受領は「無償」に分類してください。

知的障害強化指定選手

1名

④ 活動名 実施日/期間 3月20日（日）

☑ 無償

□ 報酬あり

*交通費実費や社会通念上妥当な菓子折り等の謝礼の受領は「無償」に分類してください。

1名

⑤ 活動名 実施日/期間 3月22日（日）

☑ 無償

□ 報酬あり

*交通費実費や社会通念上妥当な菓子折り等の謝礼の受領は「無償」に分類してください。

①対 象 者 ：

②人   数 ：

③実施内容： 広島県障害者スポーツ協会の強化指定選手のサポート事業として、年間24回のサポート

を行いました。（他施設のトレーナーと2名体制でサポート。参加したのは11回/24

回。）練習や大会に帯同し、選手のコンディショニング・ケアや走動作の指導を行いま

した。今年度はINAS世界知的障害者陸上競技選手権大会に出場し、800ｍの部門で6位入

賞という結果になりました。

2月9日には広島県障害者スポーツ協会強化指定選手サポート事業の報告会を行い、1年間

の活動内容を発表しました。

広島県障害者スポーツ協会

強化指定選手サポート事業
対価の有無*

企業対抗ファン駅伝世羅大会

第7回 全国世羅キッズ駅伝大会
対価の有無*

①対 象 者 ：

②人   数 ：

③実施内容： 選手→ファンランとして大会に参加予定

はなのわ2020クロスカントリー大会（予定） 対価の有無*

①対 象 者 ：

②人   数 ：

③実施内容： 岩本監督→開会式挨拶予定

選手→ファンランとして大会に参加予定





　１頁／　　枚中の

連盟事務局経由連合事務局あて 報告日 2020年2月26日

中国電力 記入者名 川本　夏子

陸上競技部　マネージャー 連絡先☎ 080-2909-2922

メルアド kawamoto.cmg@gmail.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 2019年4月4日(木)

≪講演会≫西大寺ライオンズクラブ講演 □ 無償

□ 報酬あり

*交通費実費や社会通念上妥当な菓子折り等の謝礼の受領は「無償」に分類してください。

【日時／場所】 2019年4月4日(木)　12時00分～13時00分　おかやま信用金庫　西大寺支店

【参加者】 西大寺ライオンズクラブ40名程度

【講演者】 油谷　繁（ｱﾌﾞﾗﾔ ｼｹﾞﾙ）

【内　容】 講演「中国電力陸上競技部について」

対価の有無*

最終締切日●月●日

2019年度版　社会貢献活動報告書
(2019.4.1-2020.3.31　1-3月については予定で可)

報告チーム

or報告者



　１頁／　　枚中の

連盟事務局経由連合事務局あて 報告日 2020年2月26日

中国電力 記入者名 川本　夏子

陸上競技部　マネージャー 連絡先☎ 080-2909-2922

メルアド kawamoto.cmg@gmail.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 2019年4月16日(火)

≪陸上教室≫鹿島町陸上教室 □ 無償

□ 報酬あり

*交通費実費や社会通念上妥当な菓子折り等の謝礼の受領は「無償」に分類してください。

【日時／場所】 2019年4月１6日(火)　9時30分～11時30分　鹿島東小学校

【参加者】 4年生：２１名 【指導選手】米澤　類（ﾖﾈｻﾞﾜ ﾙｲ）

５年生：２１名 森宗　渚（ﾓﾘｿｳ ﾅｷﾞｻ）

　 ６年生：１６名 （合計５８名） 本多　浩隆（ﾎﾝﾀﾞ ﾋﾛﾀｶ）

川本　夏子（ｶﾜﾓﾄ ﾅﾂｺ）

【指導内容】

時間割

10分

5分

10分

15分

5分

10分

20分

5分

10分

質問コーナー 15分

10分

計 115分

開校式

１１人１グループ，５チームVS選手チーム

○×クイズ

運動ゲーム ねことねずみ

ウォーミングアップ ジョギング・体操

交流ゲーム

クールダウン ジョギング・体操

選手の走りを見て学ぶ試合で走るスピードを間近で見てもらう

動きづくりからのダッシュ

ミニ駅伝

速く走るための動きづくり

項目 内容

最終締切日●月●日

2019年度版　社会貢献活動報告書

報告チーム

or報告者

対価の有無*

(2019.4.1-2020.3.31　1-3月については予定で可)

講義

閉講式



　１頁／　　枚中の

連盟事務局経由連合事務局あて 報告日 2020年2月26日

中国電力 記入者名 川本　夏子

陸上競技部　マネージャー 連絡先☎ 080-2909-2922

メルアド kawamoto.cmg@gmail.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 2019年4月17日(水)

≪ラジオ≫広島FM　広島スポーツ応援番組「UP↑」 □ 無償

□ 報酬あり

*交通費実費や社会通念上妥当な菓子折り等の謝礼の受領は「無償」に分類してください。

【日時／場所】 2019年4月１7日(水)　18時20分～18時45分　広島ＦＭ本社

【出演選手】 藤川　拓也（ﾌｼﾞｶﾜ ﾀｸﾔ）

松井　智靖（ﾏﾂｲ ﾄﾓﾔｽ）

　 本多　浩隆（ﾎﾝﾀﾞ ﾋﾛﾀｶ）

【内容】 ・選手の紹介

・織田記念の紹介

　　 ほか

対価の有無*

最終締切日●月●日

2019年度版　社会貢献活動報告書
(2019.4.1-2020.3.31　1-3月については予定で可)

報告チーム

or報告者



　１頁／　　枚中の

連盟事務局経由連合事務局あて 報告日 2020年2月26日

中国電力 記入者名 川本　夏子

陸上競技部　マネージャー 連絡先☎ 080-2909-2922

メルアド kawamoto.cmg@gmail.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 2019年5月3日(金)

≪イベント≫フラワーフェスティバル □ 無償

□ 報酬あり

*交通費実費や社会通念上妥当な菓子折り等の謝礼の受領は「無償」に分類してください。

【日時／場所】 2019年5月3日(金)１１：３０～

【派遣選手】 石川　卓哉(ｲｼｶﾜ ﾀｸﾔ)

米澤　類(ﾖﾈｻﾞﾜ ﾙｲ)

　 佐藤　孝哉(ｻﾄｳ ﾀｶﾔ)

東島　清純(ﾋｶﾞｼｼﾞﾏ ｷﾖｽﾐ)

【内容】 トップス加盟チームとともにパレード参加

対価の有無*

最終締切日●月●日

2019年度版　社会貢献活動報告書
(2019.4.1-2020.3.31　1-3月については予定で可)

報告チーム

or報告者



　１頁／　　枚中の

連盟事務局経由連合事務局あて 報告日 2020年2月26日

中国電力 記入者名 川本　夏子

陸上競技部　マネージャー 連絡先☎ 080-2909-2922

メルアド kawamoto.cmg@gmail.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 2019年6月5日(水)

≪教室≫トップス広島_Doスポーツ宇品小学校 □ 無償

□ 報酬あり

*交通費実費や社会通念上妥当な菓子折り等の謝礼の受領は「無償」に分類してください。

【日時／場所】 2019年6月5日(水)　10:15～12:15／広島市立宇品小学校

【参加者】 6年生7クラス：260名 【指導選手】米澤　類　(ﾖﾈｻﾞﾜ ﾙｲ)

山崎　亮平(ﾔﾏｻｷ ﾘｮｳﾍｲ)

　 佐藤　孝哉(ｻﾄｳ ﾀｶﾔ)

東島　清純(ﾋｶﾞｼｼﾞﾏ ｷﾖｽﾐ)

【指導内容】 　 　

　　 時間割

5分

10分

15分

10分

10分

15分

10分

20分

10分

10分

5分

計 120分

最終締切日●月●日

2019年度版　社会貢献活動報告書
(2019.4.1-2020.3.31　1-3月については予定で可)

報告チーム

or報告者

対価の有無*

項目 内容

開校式 チーム紹介・挨拶

ウォーミングアップ 体操・グランド1周

運動ゲーム ネコとネズミ

動きづくり 選手の走りを見て学ぶ

世界トップの記録を紹介

　 動きづくり＆ラダートレーニング

休憩

閉講式

ミニ駅伝 中電の選手とリレー対決

クールダウン 体操・グランド1周

質問コーナー



　１頁／　　枚中の

連盟事務局経由連合事務局あて 報告日 2020年2月26日

中国電力 記入者名 川本　夏子

陸上競技部　マネージャー 連絡先☎ 080-2909-2922

メルアド kawamoto.cmg@gmail.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 2019年6月6日(木)

≪テレビ≫TBS炎の体育会TV □ 無償

□ 報酬あり

*交通費実費や社会通念上妥当な菓子折り等の謝礼の受領は「無償」に分類してください。

【日時】 2019年6月6日(木)17：30～22：00

【出演者】 藤川　拓也(ﾌｼﾞｶﾜ ﾀｸﾔ)

【放送日】 2019年6月22日(土)

　

　 　

　　 　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

対価の有無*

最終締切日●月●日

2019年度版　社会貢献活動報告書
(2019.4.1-2020.3.31　1-3月については予定で可)

報告チーム

or報告者



　１頁／　　枚中の

連盟事務局経由連合事務局あて 報告日 2020年2月26日

中国電力 記入者名 川本　夏子

陸上競技部　マネージャー 連絡先☎ 080-2909-2922

メルアド kawamoto.cmg@gmail.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 2019年6月8日(土)

≪教室≫ランナーズスクール広島 □ 無償

□ 報酬あり

*交通費実費や社会通念上妥当な菓子折り等の謝礼の受領は「無償」に分類してください。

【日時】 2019年6月8日(土)9時30分～12時30分

【参加者】 年長：1名 　 　 【選手】 岡本　直己(ｵｶﾓﾄ ﾅｵｷ)

小学1年生：５名 　 米澤　類(ﾖﾈｻﾞﾜ ﾙｲ)

小学2年生：１０名 　 　 山崎　亮平(ﾔﾏｻｷ ﾘｮｳﾍｲ)

　 佐藤　孝哉(ｻﾄｳ ﾀｶﾔ）

　 本多　浩隆(ﾎﾝﾀﾞ ﾋﾛﾀｶ)コーチ

　 　

　 合計：１００名

【内容】 ※小学１～４年生，５～６年生の

２グループに分かれて実施

ウォーミングアップ

運動ゲーム

デモンストレーション

クールダウン

動きづくり

閉講式

ミニ駅伝 中電の選手とリレー対決

選手の動きを見て学ぶ

内容

チーム紹介・挨拶

体操・グランド1周

最終締切日●月●日

2019年度版　社会貢献活動報告書
(2019.4.1-2020.3.31　1-3月については予定で可)

報告チーム

or報告者

対価の有無*

小学3年生：９名

小学4年生：２７名

小学5年生：２０名

小学6年生：２８名

開校式

項目



　１頁／　　枚中の

連盟事務局経由連合事務局あて 報告日 2020年2月26日

中国電力 記入者名 川本　夏子

陸上競技部　マネージャー 連絡先☎ 080-2909-2922

メルアド kawamoto.cmg@gmail.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 2019年6月12日(水)

≪教室≫トップス広島_Doスポーツ宇品小学校 □ 無償

□ 報酬あり

*交通費実費や社会通念上妥当な菓子折り等の謝礼の受領は「無償」に分類してください。

【日時／場所】 2019年6月12日(水)　10:15～12:15／広島市立伴南小学校

【参加者】 ６年生１５２名 【指導者】 山崎　亮平(ﾔﾏｻｷ ﾘｮｳﾍｲ)

佐藤　孝哉(ｻﾄｳ ﾀｶﾔ)

　 東島　清純(ﾋｶﾞｼｼﾞﾏ ｷﾖｽﾐ)

ポールカマイシ

【指導内容】 　 　

　　 時間割

10分

10分

15分

10分

10分

15分

20分

クールダウン 10分

質問コーナー 10分

10分

計 120分

閉講式

休憩

中電の選手とリレー対決

体操・グランド1周

ミニ駅伝

運動ゲーム ネコとネズミ

動きづくり 選手の走りを見て学ぶ

ほか

項目 内容

開校式 チーム紹介・挨拶

ウォーミングアップ 体操・グランド1周

対価の有無*

最終締切日●月●日

2019年度版　社会貢献活動報告書
(2019.4.1-2020.3.31　1-3月については予定で可)

報告チーム

or報告者



　１頁／　　枚中の

連盟事務局経由連合事務局あて 報告日 2020年2月26日

中国電力 記入者名 川本　夏子

陸上競技部　マネージャー 連絡先☎ 080-2909-2922

メルアド kawamoto.cmg@gmail.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 2019年6月14日(金)

≪ゲスト≫サンフレ企画「五輪旗制定記念日」 □ 無償

□ 報酬あり

*交通費実費や社会通念上妥当な菓子折り等の謝礼の受領は「無償」に分類してください。

【日時／場所】 2019年6月14日(金)　17時30分～21時00分　エディオンスタジアム広島

【招待選手】 油谷　繁（ｱﾌﾞﾗﾔ ｼｹﾞﾙ），他五輪出場選手5名

【内　容】 五輪旗制定記念日にちなんで，広島にゆかりのあるオリンピック出場者が大会を

盛り上げる（トークイベント，ファンふれあいイベント，ハーフタイムラウンドへの参加）

【スケジュール】 17時35分～　打合せ

17時55分～　メインスタンド前で，We Fight togetherコーナーとしてトークショー

18時15分～　おまつり広場（テント）にて，ファンとのふれあい

19時04分～　試合開始（サンフレッチェ広島試合観戦）

19時49分～　ハーフタイム場内ラウンド　※雨天のため中止

20時35分～　試合終了

対価の有無*

最終締切日●月●日

2019年度版　社会貢献活動報告書
(2019.4.1-2020.3.31　1-3月については予定で可)

報告チーム

or報告者



　１頁／　　枚中の

連盟事務局経由連合事務局あて 報告日 2020年2月26日

中国電力 記入者名 川本　夏子

陸上競技部　マネージャー 連絡先☎ 080-2909-2922

メルアド kawamoto.cmg@gmail.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 2019年6月19日(水)

≪教室≫トップス広島_Doスポーツ八幡小学校 □ 無償

□ 報酬あり

*交通費実費や社会通念上妥当な菓子折り等の謝礼の受領は「無償」に分類してください。

【日時／場所】 2019年6月19日(水)　10:15～12:15／広島市立八幡小学校

【参加者】 6年生148人 【指導者】 米澤　類(ﾖﾈｻﾞﾜ ﾙｲ)

山崎　亮平(ﾔﾏｻｷ ﾘｮｳﾍｲ)

　 佐藤　孝哉(ｻﾄｳ ﾀｶﾔ)

東島　清純(ﾋｶﾞｼｼﾞﾏ ｷﾖｽﾐ)

【指導内容】 　 　 ポールカマイシ

　　 時間割

10分

10分

15分

10分

10分

15分

20分

クールダウン 10分

質問コーナー 10分

10分

計 120分

最終締切日●月●日

2019年度版　社会貢献活動報告書
(2019.4.1-2020.3.31　1-3月については予定で可)

報告チーム

or報告者

対価の有無*

項目 内容

開校式 チーム紹介・挨拶

ウォーミングアップ 動的ストレッチ　※重点的に

運動ゲーム ネコとネズミ

動きづくり 選手の走りを見て学ぶ

ほか

閉講式

休憩

ミニ駅伝 中電の選手とリレー対決

体操・グランド1周



　１頁／　　枚中の

連盟事務局経由連合事務局あて 報告日 2020年2月26日

中国電力 記入者名 川本　夏子

陸上競技部　マネージャー 連絡先☎ 080-2909-2922

メルアド kawamoto.cmg@gmail.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 2019年6月28日(水)

≪テレビ≫広テレ　今イコ！ □ 無償

□ 報酬あり

*交通費実費や社会通念上妥当な菓子折り等の謝礼の受領は「無償」に分類してください。

【収録日】 2019年6月28日(水)，10月8日(金)　他

【出演選手】 藤川　拓也(ﾌｼﾞｶﾜ ﾀｸﾔ)　

本多　浩隆(ﾎﾝﾀﾞ ﾋﾛﾀｶ)　ほか多数

【内容】 森アナウンサー，さいねいりゅうじマラソン大会出場への実技指導等

　　

対価の有無*

最終締切日●月●日

2019年度版　社会貢献活動報告書
(2019.4.1-2020.3.31　1-3月については予定で可)

報告チーム

or報告者



　１頁／　　枚中の

連盟事務局経由連合事務局あて 報告日 2020年2月26日

中国電力 記入者名 川本　夏子

陸上競技部　マネージャー 連絡先☎ 080-2909-2922

メルアド kawamoto.cmg@gmail.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 2019年7月7日(日)

≪イベント≫トップス広島感謝祭 □ 無償

□ 報酬あり

*交通費実費や社会通念上妥当な菓子折り等の謝礼の受領は「無償」に分類してください。

【日時／場所】 2019年7月7日(日) 13：00～15：30／東区スポーツセンター

【派遣選手】 石川　卓哉(ｲｼｶﾜ ﾀｸﾔ)

米澤　類(ﾖﾈｻﾞﾜ ﾙｲ)

　 北　魁道(ｷﾀ ｶｲﾄﾞｳ)

ポールカマイシ

佐藤　孝哉(ｻﾄｳ ﾀｶﾔ)

　　 森宗　渚(ﾓﾘｿｳ ﾅｷﾞｻ)

東島　清純(ﾋｶﾞｼｼﾞﾏ ｷﾖｽﾐ)

【内容】 選手とリレー対決

ねことねずみ

変形ダッシュ競走

鬼ごっこ

※タイムスケジュール方式

対価の有無*

最終締切日●月●日

2019年度版　社会貢献活動報告書
(2019.4.1-2020.3.31　1-3月については予定で可)

報告チーム

or報告者



　１頁／　　枚中の

連盟事務局経由連合事務局あて 報告日 2020年2月26日

中国電力 記入者名 川本　夏子

陸上競技部　マネージャー 連絡先☎ 080-2909-2922

メルアド kawamoto.cmg@gmail.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 2019年8月10日(土)

≪合宿≫高校生合同徳地合宿参加 □ 無償

□ 報酬あり

*交通費実費や社会通念上妥当な菓子折り等の謝礼の受領は「無償」に分類してください。

【日時／場所】 2019年8月10日（土）～8月11日（日）　山口県山口市徳地

【参加者】 山口県・広島県・鳥取県高校生150名程度（先生含む）

【講演者】 油谷　繁（ｱﾌﾞﾗﾔ ｼｹﾞﾙ）

【内　容】 8/10(土) 13時30分～14時30分　合同ミーティングで講演

15時30分～18時00分　午後練習視察

8/11(日) 05時00分～08時00分　早朝練習視察

対価の有無*

最終締切日●月●日

2019年度版　社会貢献活動報告書
(2019.4.1-2020.3.31　1-3月については予定で可)

報告チーム

or報告者



　１頁／　　枚中の

連盟事務局経由連合事務局あて 報告日 2020年2月26日

中国電力 記入者名 川本　夏子

陸上競技部　マネージャー 連絡先☎ 080-2909-2922

メルアド kawamoto.cmg@gmail.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 2019年8月24日(土)

≪陸上教室≫世羅ジュニア陸上講習会 □ 無償

□ 報酬あり

*交通費実費や社会通念上妥当な菓子折り等の謝礼の受領は「無償」に分類してください。

【日時／場所】 2019年8月24日（土）　10時～12時30分　広島県世羅町

【参加者】 せらにし青少年旅行村グランド

【派遣者】 新井広憲（ｱﾗｲ ﾋﾛﾉﾘ)OB，田中宏樹(ﾀﾅｶ ﾋﾛｷ)OB

【内　容】 長距離種目を専攻とする実技、講義

（ゲームを取り入れ、身体を動かす楽しさに触れつつも、実際に駅伝で利用した

タスキを使用し、ミニ駅伝を実施し、陸上競技の一部に触れてもらった。）

対価の有無*

最終締切日●月●日

2019年度版　社会貢献活動報告書
(2019.4.1-2020.3.31　1-3月については予定で可)

報告チーム

or報告者



　１頁／　　枚中の

連盟事務局経由連合事務局あて 報告日 2020年2月26日

中国電力 記入者名 川本　夏子

陸上競技部　マネージャー 連絡先☎ 080-2909-2922

メルアド kawamoto.cmg@gmail.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 2019年9月7日(土)

≪教室≫ランニング講習会 □ 無償

□ 報酬あり

*交通費実費や社会通念上妥当な菓子折り等の謝礼の受領は「無償」に分類してください。

【日時／場所】 2019年9月7日(土)10：00～12：00／千田公園

【派遣選手】 森本　卓司(ﾓﾘﾓﾄ ﾀｸｼﾞ)

米澤　類(ﾖﾈｻﾞﾜ ﾙｲ)

　　 佐藤　孝哉(ｻﾄｳ ﾀｶﾔ)

【対象者】 18歳以上30名程度

【内容】 時間割

　　 10分

15分

10分

10分

20分

10分

5分

5分

5分

計 90分

最終締切日●月●日

2019年度版　社会貢献活動報告書
(2019.4.1-2020.3.31　1-3月については予定で可)

報告チーム

or報告者

対価の有無*

項目 内容

開校式 チーム紹介・挨拶

ウォーミングアップ JOG・体操

ストレッチ 動的ストレッチ

体幹トレーニング 大股・小股・引付等

フリー走 ＪＯＧ

閉講式

講義 フォーム等アドバイス

クールダウン ＪＯＧ

質疑応答



　１頁／　　枚中の

連盟事務局経由連合事務局あて 報告日 2020年2月26日

中国電力 記入者名 川本　夏子

陸上競技部　マネージャー 連絡先☎ 080-2909-2922

メルアド kawamoto.cmg@gmail.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 2019年9月8日(日)

≪ゲスト≫鳥取さわやか車いす＆湖山池マラソン大会 □ 無償

□ 報酬あり

*交通費実費や社会通念上妥当な菓子折り等の謝礼の受領は「無償」に分類してください。

【日時／場所】 2019年9月8日(日)　8時00分～14時00分

【招待選手】 油谷　繁（ｱﾌﾞﾗﾔ ｼｹﾞﾙ）

【内　容】 9/7(土) 17時30分～　開会式出席

18時30分～　意見交換会出席

9/8(日) 08時40分～　開始式出席

09時30分～　5kmの部スタート

コカ・コーラボトラーズジャパンスポーツパーク陸上競技場

最終締切日●月●日

2019年度版　社会貢献活動報告書
(2019.4.1-2020.3.31　1-3月については予定で可)

報告チーム

or報告者

対価の有無*



　１頁／　　枚中の

連盟事務局経由連合事務局あて 報告日 2020年2月26日

中国電力 記入者名 川本　夏子

陸上競技部　マネージャー 連絡先☎ 080-2909-2922

メルアド kawamoto.cmg@gmail.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 2019年9月13日(金)

≪教室≫トップス広島　人権教室 □ 無償

□ 報酬あり

*交通費実費や社会通念上妥当な菓子折り等の謝礼の受領は「無償」に分類してください。

【日時／場所】 2019年9月13日(金)10：30～12：00／東広島市立吉川小学校

【派遣選手】 森本　卓司(ﾓﾘﾓﾄ ﾀｸｼﾞ)

佐藤　孝哉(ｻﾄｳ ﾀｶﾔ)

　　 東島　清純(ﾋｶﾞｼｼﾞﾏ ｷﾖｽﾐ)

本多　浩隆(ﾎﾝﾀﾞ ﾋﾛﾀｶ)

【参加者】 全学年児童58名～

【内容】

時間割

10分

10分

20分

20分

10分

10分

5分

計 85分

最終締切日●月●日

2019年度版　社会貢献活動報告書
(2019.4.1-2020.3.31　1-3月については予定で可)

報告チーム

or報告者

対価の有無*

開校式 校長先生挨拶・自己紹介

ウォーミングアップ グランド１・２周，体操

レクリエーション ねことねずみ

項目 内容

ミニ駅伝

トークショー

閉講式

記念撮影

質問タイム



　１頁／　　枚中の

連盟事務局経由連合事務局あて 報告日 2020年2月26日

中国電力 記入者名 川本　夏子

陸上競技部　マネージャー 連絡先☎ 080-2909-2922

メルアド kawamoto.cmg@gmail.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 2019年9月18日(水)

≪教室≫トップス広島　人権教室 □ 無償

□ 報酬あり

*交通費実費や社会通念上妥当な菓子折り等の謝礼の受領は「無償」に分類してください。

【日時／場所】 2019年9月18日(水)10：40～12：10／東広島市立御薗宇小学校

【派遣選手】 石川　卓哉(ｲｼｶﾜ ﾀｸﾔ)

佐藤　孝哉(ｻﾄｳ ﾀｶﾔ)

　　 川本　夏子(ｶﾜﾓﾄ ﾅﾂｺ)

【参加者】 6年生67名

【内容】 項目 内容 時間割

開校式 校長先生挨拶・自己紹介 10分

ウォーミングアップ グランド１・２周，体操 10分

レクリエーション ねことねずみ 20分

ミニ駅伝 20分

トークショー 質問タイム 10分

閉講式 10分

5分

計 85分

記念撮影

最終締切日●月●日

2019年度版　社会貢献活動報告書
(2019.4.1-2020.3.31　1-3月については予定で可)

報告チーム

or報告者

対価の有無*



　１頁／　　枚中の

連盟事務局経由連合事務局あて 報告日 2020年2月26日

中国電力 記入者名 川本　夏子

陸上競技部　マネージャー 連絡先☎ 080-2909-2922

メルアド kawamoto.cmg@gmail.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 2019年9月24日(火)

≪教室≫トップス広島　人権教室 □ 無償

□ 報酬あり

*交通費実費や社会通念上妥当な菓子折り等の謝礼の受領は「無償」に分類してください。

【日時／場所】 2019年9月24日(火)10：45～11：35／安芸高田市立八千代小学校

【派遣選手】 佐藤　孝哉(ｻﾄｳ ﾀｶﾔ)

本多　浩隆(ﾎﾝﾀﾞ ﾋﾛﾀｶ)

　　 川本　夏子(ｶﾜﾓﾄ ﾅﾂｺ)

【参加者】 全校生徒69名

【内容】 項目 内容 時間割

開校式 校長先生挨拶・自己紹介 5分

ウォーミングアップ グランド１・２周，体操 10分

レクリエーション ねことねずみ 10分

ミニ駅伝 10分

トークショー 質問タイム 5分

閉講式 5分

5分

計 50分

記念撮影

最終締切日●月●日

2019年度版　社会貢献活動報告書
(2019.4.1-2020.3.31　1-3月については予定で可)

報告チーム

or報告者

対価の有無*



　１頁／　　枚中の

連盟事務局経由連合事務局あて 報告日 2020年2月26日

中国電力 記入者名 川本　夏子

陸上競技部　マネージャー 連絡先☎ 080-2909-2922

メルアド kawamoto.cmg@gmail.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 2019年9月26日(木)

≪教室≫室積小陸上教室 □ 無償

□ 報酬あり

*交通費実費や社会通念上妥当な菓子折り等の謝礼の受領は「無償」に分類してください。

【日時／場所】 2019年9月26日(木)13：30～15：00／光市立室積小学校

【派遣選手】 藤川　拓也(ﾌｼﾞｶﾜ ﾀｸﾔ)

新井　広憲OB(ｱﾗｲ ﾋﾛﾉﾘ)

　　 本多　浩隆(ﾎﾝﾀﾞ ﾋﾛﾀｶ)

川本　夏子(ｶﾜﾓﾄ ﾅﾂｺ)

【参加者】 5・6年生92名

【内容】 項目 内容 時間割

開校式 校長先生挨拶・自己紹介 5分

ウォーミングアップ グランド１・２周，体操 10分

ゲーム 10分

デモンストレーション 10分

ミニ駅伝 10分

クールダウン 5分

講義 質疑応答・談話等 30分

写真撮影＋閉講式 10分

計 90分

対価の有無*

最終締切日●月●日

2019年度版　社会貢献活動報告書
(2019.4.1-2020.3.31　1-3月については予定で可)

報告チーム

or報告者



　１頁／　　枚中の

連盟事務局経由連合事務局あて 報告日 2020年2月26日

中国電力 記入者名 川本　夏子

陸上競技部　マネージャー 連絡先☎ 080-2909-2922

メルアド kawamoto.cmg@gmail.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 2019年9月29日(日)

≪講演会≫広島県総合マネジメント研修会 □ 無償

尾三地区スポーツ推進委員研修大会 □ 報酬あり

*交通費実費や社会通念上妥当な菓子折り等の謝礼の受領は「無償」に分類してください。

【日時／場所】 2019年9月29日(日)　10時45分～12時00分　大崎上島文化センター　ホール「神峰」

【参加者】 研修会参加者250名程度

【講演者】 油谷　繁（ｱﾌﾞﾗﾔ ｼｹﾞﾙ）

【内　容】 講演「陸上人生を歩んできて」

　　 ※実技講習（長島ウォーキング）に参加　

　12時50分～13時25分　大崎上島文化センター ⇒ 中国電力大崎発電所

　13時30分～14時15分　大崎クールジェン施設説明

　14時20分～14時55分　中国電力大崎発電所 ⇒ 大崎上島文化センター

　15時15分～15時30分　閉会式

対価の有無*

最終締切日●月●日

2019年度版　社会貢献活動報告書
(2019.4.1-2020.3.31　1-3月については予定で可)

報告チーム

or報告者



　１頁／　　枚中の

連盟事務局経由連合事務局あて 報告日 2020年2月26日

中国電力 記入者名 川本　夏子

陸上競技部　マネージャー 連絡先☎ 080-2909-2922

メルアド kawamoto.cmg@gmail.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 2019年10月1日(火)

≪ラジオ≫RCC　それ聴け！スポ魂 □ 無償

□ 報酬あり

*交通費実費や社会通念上妥当な菓子折り等の謝礼の受領は「無償」に分類してください。

【日時／場所】 2019年10月1日(火)17：46～18：44

【出演選手】 岡本　直己(ｵｶﾓﾄ ﾅｵｷ)

【内容】 ・選手の紹介

　 ・MGCを振り返って

ほか

　　

対価の有無*

最終締切日●月●日

2019年度版　社会貢献活動報告書
(2019.4.1-2020.3.31　1-3月については予定で可)

報告チーム

or報告者



　１頁／　　枚中の

連盟事務局経由連合事務局あて 報告日 2020年2月26日

中国電力 記入者名 川本　夏子

陸上競技部　マネージャー 連絡先☎ 080-2909-2922

メルアド kawamoto.cmg@gmail.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 2019年10月5日(土)

≪教室≫仙崎小学校陸上教室 □ 無償

□ 報酬あり

*交通費実費や社会通念上妥当な菓子折り等の謝礼の受領は「無償」に分類してください。

【日時／場所】 2019年10月5日(土)13：30～16：00

【派遣選手】 キムタイ・ウェスリー

刀祢　健太郎(ﾄﾈ ｹﾝﾀﾛｳ)

　　 本多　浩隆(ﾎﾝﾀﾞ ﾋﾛﾀｶ)

川本　夏子(ｶﾜﾓﾄ ﾅﾂｺ)

【参加者】 小学生約100名

【内容】 項目 内容 時間割

開校式 10分

ウォーミングアップ グランド１・２周，体操 15分

動きづくり 10分

ゲーム ねことねずみ 15分

ゲーム 新聞紙ダッシュ 15分

デモンストレーション マラソンの走りを体感 5分

ゲーム ミニ駅伝 20分

クールダウン グランド2周＋体操 10分

質問コーナー グランド3周＋体操 10分

閉講式 あいさつ 10分

サイン会 10分

計 130分

対価の有無*

最終締切日●月●日

2019年度版　社会貢献活動報告書
(2019.4.1-2020.3.31　1-3月については予定で可)

報告チーム

or報告者



　１頁／　　枚中の

連盟事務局経由連合事務局あて 報告日 2020年2月26日

中国電力 記入者名 川本　夏子

陸上競技部　マネージャー 連絡先☎ 080-2909-2922

メルアド kawamoto.cmg@gmail.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 2019年10月7日(月)

≪陸上教室≫基町小学校陸上教室 □ 無償

□ 報酬あり

*交通費実費や社会通念上妥当な菓子折り等の謝礼の受領は「無償」に分類してください。

【日時／場所】 2019年10月7日（月）　10時45分～12時15分　基町小学校

【参加者】 4～6年生　47名

【指導者】 油谷　繁（ｱﾌﾞﾗﾔ ｼｹﾞﾙ）

白濱　三徳（ｼﾗﾊﾏ ﾐﾂﾖｼ）

【内　容】

時間割

15分

15分

15分

5分

15分

15分

10分

計 約90分

リレー競争 混合対抗リレー（8人×6チーム）

クールダウン・まとめ ジョギング・整理体操・質疑応答

基本動作の確認 短距離の基本的な動き作り

休憩

リレーバトンパス バトンパスのちょっとしたコツ

項　　目 内　　容

ウォーミングアップ ジョギング・整理体操・ストレッチ

体幹トレーニング 速く走るためのちょっとしたコツ

対価の有無*

最終締切日●月●日

2019年度版　社会貢献活動報告書
(2019.4.1-2020.3.31　1-3月については予定で可)

報告チーム

or報告者



　１頁／　　枚中の

連盟事務局経由連合事務局あて 報告日 2020年2月26日

中国電力 記入者名 川本　夏子

陸上競技部　マネージャー 連絡先☎ 080-2909-2922

メルアド kawamoto.cmg@gmail.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 2019年10月16日(水)

≪教室≫鹿島中学陸上教室 □ 無償

□ 報酬あり

*交通費実費や社会通念上妥当な菓子折り等の謝礼の受領は「無償」に分類してください。

【日時】 2019年10月16日(水)10：55～12：35 【派遣選手】 米澤　類(ﾖﾈｻﾞﾜ ﾙｲ)

【参加者】 中学2年生38名 佐藤　孝哉(ｻﾄｳ ﾀｶﾔ)

田子　康宏(ﾀｺﾞ ﾔｽﾋﾛ)　ＯＢ

　　 本多　浩隆(ﾎﾝﾀﾞ ﾋﾛﾀｶ)　コーチ

【内容】 川本　夏子(ｶﾜﾓﾄ ﾅﾂｺ)　マネージャー

項目 内容 時間割

開校式 10分

ウォーミングアップ グランド１・２周，体操 10分

ゲーム 15分

デモンストレーション マラソンの走りを体感 10分

ゲーム 5分

デモンストレーション マラソンの走りを体感 5分

ミニ駅伝 15分

クールダウン グランド2周＋体操 5分

質問コーナー 5分

閉講式 閉講式＋写真撮影 5分

計 85分

対価の有無*

最終締切日●月●日

2019年度版　社会貢献活動報告書
(2019.4.1-2020.3.31　1-3月については予定で可)

報告チーム

or報告者



　１頁／　　枚中の

連盟事務局経由連合事務局あて 報告日 2020年2月26日

中国電力 記入者名 川本　夏子

陸上競技部　マネージャー 連絡先☎ 080-2909-2922

メルアド kawamoto.cmg@gmail.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 2019年10月20日(日)

≪ゲスト≫萩・石見空港マラソン全国大会 □ 無償

□ 報酬あり

*交通費実費や社会通念上妥当な菓子折り等の謝礼の受領は「無償」に分類してください。

【日時／場所】 2019年10月20日(日)　8時30分～12時00分　島根県立万葉公園

【招待選手】 油谷　繁（ｱﾌﾞﾗﾔ ｼｹﾞﾙ）

【内　容】 ・ゲストランナーとして，10kmの部に参加

・開会式・閉会式に出席

・表彰式のプレゼンター

対価の有無*

最終締切日●月●日

2019年度版　社会貢献活動報告書
(2019.4.1-2020.3.31　1-3月については予定で可)

報告チーム

or報告者



　１頁／　　枚中の

連盟事務局経由連合事務局あて 報告日 2020年2月26日

中国電力 記入者名 川本　夏子

陸上競技部　マネージャー 連絡先☎ 080-2909-2922

メルアド kawamoto.cmg@gmail.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 2019年10月20日(日)

≪ゲスト≫ＭＩＫＡＮマラソン □ 無償

□ 報酬あり

*交通費実費や社会通念上妥当な菓子折り等の謝礼の受領は「無償」に分類してください。

【日時／場所】 2019年10月20日(日)

【派遣選手】 岡本　直己(ｵｶﾓﾄ ﾅｵｷ)

【内容】 ゲストランナー

　

対価の有無*

最終締切日●月●日

2019年度版　社会貢献活動報告書
(2019.4.1-2020.3.31　1-3月については予定で可)

報告チーム

or報告者



　１頁／　　枚中の

連盟事務局経由連合事務局あて 報告日 2020年2月26日

中国電力 記入者名 川本　夏子

陸上競技部　マネージャー 連絡先☎ 080-2909-2922

メルアド kawamoto.cmg@gmail.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 2019年10月20日(日)

≪教室≫備後ファミリーランニング講座 □ 無償

□ 報酬あり

*交通費実費や社会通念上妥当な菓子折り等の謝礼の受領は「無償」に分類してください。

【日時／場所】 2019年10月20日(日)13：00～15：00

【派遣選手】 佐藤　孝哉(ｻﾄｳ ﾀｶﾔ）

新井　広憲(ｱﾗｲ ﾋﾛﾉﾘ)

【参加者】 親子2人1組　50組定員

【内容】 項目 内容 時間割

開校式 自己紹介 10分

ウォーミングアップ グランド１・２周，体操 10分

レクリエーション ねことねずみ 15分

レクリエーション 新聞紙リレー 10分

デモンストレーション 選手が実際に走るところをみてみよう 10分

ミニ駅伝 15分

クールダウン グランド1・2周，体操 10分

質問コーナー 10分

閉講式 10分

計 100分

対価の有無*

最終締切日●月●日

2019年度版　社会貢献活動報告書
(2019.4.1-2020.3.31　1-3月については予定で可)

報告チーム

or報告者



　１頁／　　枚中の

連盟事務局経由連合事務局あて 報告日 2020年2月26日

中国電力 記入者名 川本　夏子

陸上競技部　マネージャー 連絡先☎ 080-2909-2922

メルアド kawamoto.cmg@gmail.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 2019年10月26日(土)

≪陸上教室≫ランニング講習会 □ 無償

□ 報酬あり

*交通費実費や社会通念上妥当な菓子折り等の謝礼の受領は「無償」に分類してください。

【日時／場所】 2019年10月26日（土）　10時00分～12時00分　広島市中区スポーツセンター

【参加者】 ランニング初心者　20名

【指導者】 油谷　繁（ｱﾌﾞﾗﾔ ｼｹﾞﾙ）

【内　容】

時間割

10分

10分

10分

10分

25分

10分

25分

10分

10分

計 約120分

閉講式 講評・質疑応答・写真撮影

休憩

感覚走 長距離に必要な体内時計をチェック

クールダウン ジョギング・整理体操

体幹トレーニング 運動前の動的ストレッチ

休憩

フリー走・フォームチェック 走り方をチェックしてアドバイス

項　　目 内　　容

開講式 講師紹介・最近のトピックス

ウォーミングアップ ジョギング・整理体操・柔軟体操

対価の有無*

最終締切日●月●日

2019年度版　社会貢献活動報告書
(2019.4.1-2020.3.31　1-3月については予定で可)

報告チーム

or報告者



　１頁／　　枚中の

連盟事務局経由連合事務局あて 報告日 2020年2月26日

中国電力 記入者名 川本　夏子

陸上競技部　マネージャー 連絡先☎ 080-2909-2922

メルアド kawamoto.cmg@gmail.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 2019年10月29日(火)

≪陸上教室≫筒瀬小学校陸上教室 □ 無償

□ 報酬あり

*交通費実費や社会通念上妥当な菓子折り等の謝礼の受領は「無償」に分類してください。

【日時／場所】 2019年10月29日（火）　14時05分～15時35分　筒瀬小学校

【参加者】 1～6年生　41名

【指導者】 油谷　繁（ｱﾌﾞﾗﾔ ｼｹﾞﾙ）

藤森　憲秀（ﾌｼﾞﾓﾘ ﾉﾘﾋﾃﾞ）

【内　容】

時間割

15分

15分

15分

5分

15分

15分

10分

計 約90分

リレー競争 学級混合対抗リレー（10人×4チーム）

クールダウン・まとめ ジョギング・整理体操・質疑応答

基本動作の確認・ダッシュ 短距離の基本的な動き作り

休憩

ミニゲーム じゃんけんリレー

項　　目 内　　容

ウォーミングアップ ジョギング・整理体操・ストレッチ

体幹トレーニング 速く走るためのちょっとしたコツ

対価の有無*

最終締切日●月●日

2019年度版　社会貢献活動報告書
(2019.4.1-2020.3.31　1-3月については予定で可)

報告チーム

or報告者



　１頁／　　枚中の

連盟事務局経由連合事務局あて 報告日 2020年2月26日

中国電力 記入者名 川本　夏子

陸上競技部　マネージャー 連絡先☎ 080-2909-2922

メルアド kawamoto.cmg@gmail.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 2019年11月3日(日)

≪ゲスト・教室≫広島国際平和マラソン □ 無償

□ 報酬あり

*交通費実費や社会通念上妥当な菓子折り等の謝礼の受領は「無償」に分類してください。

【日時／場所】 2019年11月3日(日)10：00～12：40

【派遣選手】 森本　卓司(ﾓﾘﾓﾄ ﾀｸｼﾞ)

田幸　寛史(ﾀｺｳ ﾋﾛｼ)　監督

【内容】 ・キッズコーナー（１ｋｍ）のゲストランナー

・ランニングドリル，ジャンプ系トレーニング等の指導

・記念撮影

対価の有無*

最終締切日●月●日

2019年度版　社会貢献活動報告書
(2019.4.1-2020.3.31　1-3月については予定で可)

報告チーム

or報告者



　１頁／　　枚中の

連盟事務局経由連合事務局あて 報告日 2020年2月26日

中国電力 記入者名 川本　夏子

陸上競技部　マネージャー 連絡先☎ 080-2909-2922

メルアド kawamoto.cmg@gmail.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 2019年11月7日(木)

≪式典参加≫岡山県鏡野町「高清水トレイル」 □ 無償

　　完成記念式典 □ 報酬あり

*交通費実費や社会通念上妥当な菓子折り等の謝礼の受領は「無償」に分類してください。

【日時／場所】 2019年11月7日(木)　10時00分～14時30分　

岡山県苫田郡鏡野町上斎原　高清水トレイル人形峠

【出席者】 油谷　繁（ｱﾌﾞﾗﾔ ｼｹﾞﾙ）

【内　容】 　10時00分～　オープニングセレモニー，テープカット及び除幕式

　11時00分～　ハイク出発，準備運動（油谷指導）

　11時30分～　高清水高原山頂到着

　12時20分～　人形峠駐車場到着，シンポジウム会場へ移動

　13時30分～　シンポジウム開始

　14時30分　　シンポジウム終了

対価の有無*

最終締切日●月●日

2019年度版　社会貢献活動報告書
(2019.4.1-2020.3.31　1-3月については予定で可)

報告チーム

or報告者



　１頁／　　枚中の

連盟事務局経由連合事務局あて 報告日 2020年2月26日

中国電力 記入者名 川本　夏子

陸上競技部　マネージャー 連絡先☎ 080-2909-2922

メルアド kawamoto.cmg@gmail.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 2019年11月13日(水)

≪陸上教室≫戸坂小学校陸上教室 □ 無償

□ 報酬あり

*交通費実費や社会通念上妥当な菓子折り等の謝礼の受領は「無償」に分類してください。

【日時／場所】 2019年11月13日（水）　8時35分～12時05分　戸坂小学校

【参加者】 4年生　121名（2クラス×2回実施）

【指導者】 油谷　繁（ｱﾌﾞﾗﾔ ｼｹﾞﾙ）

田中　俊也（ﾀﾅｶ ﾄｼﾔ）

【内　容】 　※2回とも同じ内容で実施

時間割

15分

15分

15分

5分

15分

15分

10分

計 約90分

リレー競争 学級混合対抗リレー（10人×6チーム）

クールダウン・まとめ ジョギング・整理体操・質疑応答

基本動作の確認・ダッシュ 短距離の基本的な動き作り

休憩

ミニゲーム じゃんけんリレー

項　　目 内　　容

ウォーミングアップ ジョギング・整理体操・ストレッチ

体幹トレーニング 速く走るためのちょっとしたコツ

対価の有無*

最終締切日●月●日

2019年度版　社会貢献活動報告書
(2019.4.1-2020.3.31　1-3月については予定で可)

報告チーム

or報告者



　１頁／　　枚中の

連盟事務局経由連合事務局あて 報告日 2020年2月26日

中国電力 記入者名 川本　夏子

陸上競技部　マネージャー 連絡先☎ 080-2909-2922

メルアド kawamoto.cmg@gmail.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 2019年11月15日(金)

≪教室≫上関小陸上教室 □ 無償

□ 報酬あり

*交通費実費や社会通念上妥当な菓子折り等の謝礼の受領は「無償」に分類してください。

【日時／場所】 2019年11月15日(金)11：15～12：00

【派遣選手】 米澤　類(ﾖﾈｻﾞﾜ ﾙｲ)

新井　広憲(ｱﾗｲ ﾋﾛﾉﾘ)　ＯＢ

刀祢　健太郎(ﾄﾈ ｹﾝﾀﾛｳ)　ＯＢ

本多　浩隆(ﾎﾝﾀﾞ ﾋﾛﾀｶ)　コーチ

川本　夏子(ｶﾜﾓﾄ ﾅﾂｺ)　マネージャー

【参加者】 小学生67名

【内容】 項目 内容 時間割

開校式 自己紹介 5分

ウォーミングアップ グランド１・２周，体操 5分

運動ゲーム ねことねずみ 10分

ゲーム ミニ駅伝 10分

クールダウン グランド１･２週，体操 5分

閉講式 5分

計 40分

対価の有無*

最終締切日●月●日

2019年度版　社会貢献活動報告書
(2019.4.1-2020.3.31　1-3月については予定で可)

報告チーム

or報告者



　１頁／　　枚中の

連盟事務局経由連合事務局あて 報告日 2020年2月26日

中国電力 記入者名 川本　夏子

陸上競技部　マネージャー 連絡先☎ 080-2909-2922

メルアド kawamoto.cmg@gmail.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 2019年11月15日(金)

≪教室≫上関中陸上教室 □ 無償

□ 報酬あり

*交通費実費や社会通念上妥当な菓子折り等の謝礼の受領は「無償」に分類してください。

【日時／場所】 2019年11月15日(金)１３：３０～１５：００

【派遣選手】 米澤　類(ﾖﾈｻﾞﾜ ﾙｲ)

新井　広憲(ｱﾗｲ ﾋﾛﾉﾘ)　ＯＢ

刀祢　健太郎(ﾄﾈ ｹﾝﾀﾛｳ)　ＯＢ

本多　浩隆(ﾎﾝﾀﾞ ﾋﾛﾀｶ)　コーチ

川本　夏子(ｶﾜﾓﾄ ﾅﾂｺ)　マネージャー

【参加者】 中学生２７名

【内容】 項目 内容 時間割

開校式 自己紹介 10分

ウォーミングアップ グランド１・２周，体操 10分

ラダー ラダーを使ったトレーニング 10分

ダッシュ練習 新聞紙リレー 10分

一緒に走ろう 選手の持久力・スピードを体感 5分

ミニ駅伝 10分

クールダウン グランド１・２週，体操 10分

閉講式 写真撮影 10分

計 75分

対価の有無*

最終締切日●月●日

2019年度版　社会貢献活動報告書
(2019.4.1-2020.3.31　1-3月については予定で可)

報告チーム

or報告者



　１頁／　　枚中の

連盟事務局経由連合事務局あて 報告日 2020年2月26日

中国電力 記入者名 川本　夏子

陸上競技部　マネージャー 連絡先☎ 080-2909-2922

メルアド kawamoto.cmg@gmail.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 2019年11月16日(土)

≪講演会≫広島市学区体育団体連合会研究大会 □ 無償

□ 報酬あり

*交通費実費や社会通念上妥当な菓子折り等の謝礼の受領は「無償」に分類してください。

【日時／場所】 2019年11月16日(土)　10時15分～11時45分　広島県ＪＡビル　10階講堂

【参加者】 研修大会参加者300名程度

【講演者】 油谷　繁（ｱﾌﾞﾗﾔ ｼｹﾞﾙ）

【内　容】 講演会「私のオリンピック物語　～選手から指導者，そして現在～」

　　 　10時00分～10時10分　開会行事

　10時15分～11時45分　スポーツ講演会

　12時00分～12時30分　功労者表彰

　13時15分～14時45分　情報交換会

対価の有無*

最終締切日●月●日

2019年度版　社会貢献活動報告書
(2019.4.1-2020.3.31　1-3月については予定で可)

報告チーム

or報告者



　１頁／　　枚中の

連盟事務局経由連合事務局あて 報告日 2020年2月26日

中国電力 記入者名 川本　夏子

陸上競技部　マネージャー 連絡先☎ 080-2909-2922

メルアド kawamoto.cmg@gmail.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 2019年11月19日(火)

≪陸上教室≫可部南小学校陸上教室 □ 無償

□ 報酬あり

*交通費実費や社会通念上妥当な菓子折り等の謝礼の受領は「無償」に分類してください。

【日時／場所】 2019年11月19日（火）　14時00分～15時30分　可部南小学校

【参加者】 6年生　68名（2クラス）

【指導者】 油谷　繁（ｱﾌﾞﾗﾔ ｼｹﾞﾙ）

藤森　憲秀（ﾌｼﾞﾓﾘ ﾉﾘﾋﾃﾞ）

【内　容】

時間割

15分

15分

15分

5分

15分

15分

10分

計 約90分

リレー競争 学級混合対抗リレー（10人×8チーム）

クールダウン・まとめ ジョギング・整理体操・質疑応答

陸上の基本動作・ダッシュ 基本的な動き作り

休憩

ラダートレーニング スピードと調整力のバランス

項　　目 内　　容

ウォーミングアップ ジョギング・整理体操・ストレッチ

体幹トレーニング 速く走るためのちょっとしたコツ

対価の有無*

最終締切日●月●日

2019年度版　社会貢献活動報告書
(2019.4.1-2020.3.31　1-3月については予定で可)

報告チーム

or報告者



　１頁／　　枚中の

連盟事務局経由連合事務局あて 報告日 2020年2月26日

中国電力 記入者名 川本　夏子

陸上競技部　マネージャー 連絡先☎ 080-2909-2922

メルアド kawamoto.cmg@gmail.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 2019年11月22日(金)

≪陸上教室≫海田小学校陸上教室 □ 無償

□ 報酬あり

*交通費実費や社会通念上妥当な菓子折り等の謝礼の受領は「無償」に分類してください。

【日時／場所】 2019年11月22日（金）　10時40分～12時15分　海田小学校

【参加者】 4年生　50名（2クラス）

【指導者】 油谷　繁（ｱﾌﾞﾗﾔ ｼｹﾞﾙ）

【内　容】

時間割

15分

15分

15分

5分

15分

15分

10分

計 約90分

リレー競争 学級混合対抗リレー（10人×5チーム）

クールダウン・まとめ ジョギング・整理体操・質疑応答

ラダートレーニング スピードと調整力のバランス

休憩

ミニゲーム じゃんけんリレー

項　　目 内　　容

ウォーミングアップ ジョギング・整理体操・動的ストレッチ

基本動作・ダッシュ 陸上の基本的な動き作り

対価の有無*

最終締切日●月●日

2019年度版　社会貢献活動報告書
(2019.4.1-2020.3.31　1-3月については予定で可)

報告チーム

or報告者



　１頁／　　枚中の

連盟事務局経由連合事務局あて 報告日 2020年2月26日

中国電力 記入者名 川本　夏子

陸上競技部　マネージャー 連絡先☎ 080-2909-2922

メルアド kawamoto.cmg@gmail.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 2019年11月23日(土)

≪ゲスト≫土師ダム湖畔マラソン大会 □ 無償

□ 報酬あり

*交通費実費や社会通念上妥当な菓子折り等の謝礼の受領は「無償」に分類してください。

【日時／場所】 2019年11月23日(土)　8時00分～14時00分　土師ダムサイクリングターミナル

【招待選手】 油谷　繁（ｱﾌﾞﾗﾔ ｼｹﾞﾙ）

【内　容】 ・開会式に出席

・親子ペアの部（1km），3kmB組（小学3～4年生），3kmC組（小学5～6年生），

　3kmF・G組（高校生以上）に参加

・閉会式（お楽しみ抽選会）のプレゼンター

対価の有無*

最終締切日●月●日

2019年度版　社会貢献活動報告書
(2019.4.1-2020.3.31　1-3月については予定で可)

報告チーム

or報告者



　１頁／　　枚中の

連盟事務局経由連合事務局あて 報告日 2020年2月26日

中国電力 記入者名 川本　夏子

陸上競技部　マネージャー 連絡先☎ 080-2909-2922

メルアド kawamoto.cmg@gmail.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 2019年11月25日(月)

≪イベント≫トップス広島街頭募金活動 □ 無償

□ 報酬あり

*交通費実費や社会通念上妥当な菓子折り等の謝礼の受領は「無償」に分類してください。

【日時／場所】 2019年11月25日(月)１７：００～１８：００

【派遣選手】 森宗　渚(ﾓﾘｿｳ ﾅｷﾞｻ)

【内容】 ・トップス加盟チームとともに街頭募金活動

　

対価の有無*

最終締切日●月●日

2019年度版　社会貢献活動報告書
(2019.4.1-2020.3.31　1-3月については予定で可)

報告チーム

or報告者



　１頁／　　枚中の

連盟事務局経由連合事務局あて 報告日 2020年2月26日

中国電力 記入者名 川本　夏子

陸上競技部　マネージャー 連絡先☎ 080-2909-2922

メルアド kawamoto.cmg@gmail.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 2019年11月26日(火)

≪陸上教室≫海田小学校陸上教室 □ 無償

□ 報酬あり

*交通費実費や社会通念上妥当な菓子折り等の謝礼の受領は「無償」に分類してください。

【日時／場所】 2019年11月26日（火）　10時40分～12時15分　海田小学校

【参加者】 5年生　70名（2クラス）

【指導者】 油谷　繁（ｱﾌﾞﾗﾔ ｼｹﾞﾙ）

【内　容】

時間割

15分

15分

15分

5分

15分

15分

10分

計 約90分

リレー競争 学級混合対抗リレー（10人×6チーム）

クールダウン・まとめ ジョギング・整理体操・質疑応答

ラダートレーニング スピードと調整力のバランス

休憩

ミニゲーム じゃんけんリレー

項　　目 内　　容

ウォーミングアップ ジョギング・整理体操・動的ストレッチ

基本動作・ダッシュ 陸上の基本的な動き作り

対価の有無*

最終締切日●月●日

2019年度版　社会貢献活動報告書
(2019.4.1-2020.3.31　1-3月については予定で可)

報告チーム

or報告者



　１頁／　　枚中の

連盟事務局経由連合事務局あて 報告日 2020年2月26日

中国電力 記入者名 川本　夏子

陸上競技部　マネージャー 連絡先☎ 080-2909-2922

メルアド kawamoto.cmg@gmail.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 2019年12月1日(日)

≪ゲスト≫国宝松江城マラソン大会 □ 無償

□ 報酬あり

*交通費実費や社会通念上妥当な菓子折り等の謝礼の受領は「無償」に分類してください。

【日時／場所】 2019年11月30日（土）～12月1日（日）　島根県松江市内

【招待選手】 油谷　繁（ｱﾌﾞﾗﾔ ｼｹﾞﾙ）

【内　容】 ・前日のトークイベントに出席

・ゲストランナー（5km）

・表彰式のプレゼンター

・ゴール前で選手出迎え（ハイタッチ等）

対価の有無*

最終締切日●月●日

2019年度版　社会貢献活動報告書
(2019.4.1-2020.3.31　1-3月については予定で可)

報告チーム

or報告者



　１頁／　　枚中の

連盟事務局経由連合事務局あて 報告日 2020年2月26日

中国電力 記入者名 川本　夏子

陸上競技部　マネージャー 連絡先☎ 080-2909-2922

メルアド kawamoto.cmg@gmail.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 2019年12月15日(日)

≪ゲスト≫広島市スポーツ少年団新人駅伝大会 □ 無償

□ 報酬あり

*交通費実費や社会通念上妥当な菓子折り等の謝礼の受領は「無償」に分類してください。

【日時／場所】 2019年12月15日(日)１０：００～１４：３０

【派遣選手】 森宗　渚(ﾓﾘｿｳ ﾅｷﾞｻ)

出来　雄大(ﾃﾞｷ ﾀｹﾋﾛ)　ＯＢ

【内容】 ・小学生女子の部

　 ・小学生男子の部

・中学生女子の部

・中学生男子の部

　４つのロードレースのゲストランナー

対価の有無*

最終締切日●月●日

2019年度版　社会貢献活動報告書
(2019.4.1-2020.3.31　1-3月については予定で可)

報告チーム

or報告者



　１頁／　　枚中の

連盟事務局経由連合事務局あて 報告日 2020年2月26日

中国電力 記入者名 川本　夏子

陸上競技部　マネージャー 連絡先☎ 080-2909-2922

メルアド kawamoto.cmg@gmail.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 2019年12月15日(日)

≪ゲスト≫海田町マラソン大会 □ 無償

□ 報酬あり

*交通費実費や社会通念上妥当な菓子折り等の謝礼の受領は「無償」に分類してください。

【日時／場所】 2019年12月15日（日）　9時00分～12時00分

安芸郡海田町　瀬野川河川敷特設コース

【招待選手】 油谷　繁（ｱﾌﾞﾗﾔ ｼｹﾞﾙ）

【内　容】 ・開会式出席

・小学生1年生の部（1km），2年生の部（1km）に出場

対価の有無*

最終締切日●月●日

2019年度版　社会貢献活動報告書
(2019.4.1-2020.3.31　1-3月については予定で可)

報告チーム

or報告者



　１頁／　　枚中の

連盟事務局経由連合事務局あて 報告日 2020年2月26日

中国電力 記入者名 川本　夏子

陸上競技部　マネージャー 連絡先☎ 080-2909-2922

メルアド kawamoto.cmg@gmail.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 2019年12月18日(水)

≪陸上教室≫観音小学校陸上教室 □ 無償

□ 報酬あり

*交通費実費や社会通念上妥当な菓子折り等の謝礼の受領は「無償」に分類してください。

【日時／場所】 2019年12月18日（水）　14時05分～15時35分　観音小学校

【参加者】 5年生　102名（3クラス）

【指導者】 油谷　繁（ｱﾌﾞﾗﾔ ｼｹﾞﾙ）

白濱　三徳（ｼﾗﾊﾏ ﾐﾂﾖｼ）

【内　容】

時間割

20分

15分

10分

5分

15分

15分

10分

計 約90分

リレー競争 学級混合対抗リレー（10人×5チーム×2回）

クールダウン・まとめ ジョギング・整理体操・質疑応答

走り幅跳びのコツ ３つのポイント（助走・踏切・着地）

休憩

ミニゲーム じゃんけんリレー

項　　目 内　　容

ウォーミングアップ ジョギング・整理体操・動的ストレッチ

基本動作の確認・ダッシュ 陸上の基本的な動き作り

対価の有無*

最終締切日●月●日

2019年度版　社会貢献活動報告書
(2019.4.1-2020.3.31　1-3月については予定で可)

報告チーム

or報告者



　１頁／　　枚中の

連盟事務局経由連合事務局あて 報告日 2020年2月26日

中国電力 記入者名 川本　夏子

陸上競技部　マネージャー 連絡先☎ 080-2909-2922

メルアド kawamoto.cmg@gmail.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 2020年1月11日(土)

≪ゲスト≫熊野スター駅伝大会 □ 無償

□ 報酬あり

*交通費実費や社会通念上妥当な菓子折り等の謝礼の受領は「無償」に分類してください。

【日時／場所】 2020年1月11日（土）　7時30分～15時00分　安芸郡熊野町　熊野町民グラウン周辺

【招待選手】 内冨　恭則（ｳﾁﾄﾐ　ﾔｽﾉﾘ），油谷　繁（ｱﾌﾞﾗﾔ ｼｹﾞﾙ），田中　宏樹（ﾀﾅｶ　ﾋﾛｷ），

田中　俊也（ﾀﾅｶ　ﾄｼﾔ），出岐　雄大（ﾃﾞｷ　ﾀｹﾋﾛ）

【内　容】 ・開会式出席

・一般の部駅伝参加

・小学生の部，一般女子の部駅伝参加

・中学生の部駅伝参加

・タイムトライアルの部参加

・閉会式，抽選会出席

対価の有無*

最終締切日●月●日

2019年度版　社会貢献活動報告書
(2019.4.1-2020.3.31　1-3月については予定で可)

報告チーム

or報告者



　１頁／　　枚中の

連盟事務局経由連合事務局あて 報告日 2020年2月26日

中国電力 記入者名 川本　夏子

陸上競技部　マネージャー 連絡先☎ 080-2909-2922

メルアド kawamoto.cmg@gmail.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 2020年1月17日(金)

≪陸上教室≫上安小学校陸上教室 □ 無償

□ 報酬あり

*交通費実費や社会通念上妥当な菓子折り等の謝礼の受領は「無償」に分類してください。

【日時／場所】 2020年1月17日（金）　10時50分～12時20分　上安小学校

【参加者】 5～6年生　82名

【指導者】 油谷　繁（ｱﾌﾞﾗﾔ ｼｹﾞﾙ）

田中　宏樹（ﾀﾅｶ ﾋﾛｷ）

【内　容】

時間割

20分

15分

10分

5分

15分

15分

10分

計 約90分

リレー競争 学級混合対抗リレー（10人×5チーム×2回）

クールダウン・まとめ ジョギング・整理体操・質疑応答

感覚走 体内時計をチェック

休憩

ミニゲーム じゃんけんリレー

項　　目 内　　容

ウォーミングアップ ジョギング・整理体操・動的ストレッチ

基本動作の確認・ダッシュ 陸上の基本的な動き作り

対価の有無*

最終締切日●月●日

2019年度版　社会貢献活動報告書
(2019.4.1-2020.3.31　1-3月については予定で可)

報告チーム

or報告者



　１頁／　　枚中の

連盟事務局経由連合事務局あて 報告日 2020年2月26日

中国電力 記入者名 川本　夏子

陸上競技部　マネージャー 連絡先☎ 080-2909-2922

メルアド kawamoto.cmg@gmail.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 2020年2月2日(日)

≪陸上教室≫YAMADA未来へつなぐ陸上教室 □ 無償

□ 報酬あり

*交通費実費や社会通念上妥当な菓子折り等の謝礼の受領は「無償」に分類してください。

【日時／場所】 2020年2月2日（日）　10時00分～12時00分　中国電力坂グラウンド

【参加者】 熊野陸上スポーツ少年団（小学4～6年生）　30名

熊野中・熊野東中陸上部員　50名

【指導者】 ≪ヤマダ電機≫

札塲　大輝（ﾌﾀﾞﾊﾞ ﾋﾛｷ），桐山　智衣（ｷﾘﾔﾏ ﾁｴ）

≪中国電力≫

渡邉　心（ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｺﾛ），秋山　雄飛（ｱｷﾔﾏ ﾕｳﾋ）

油谷　繁（ｱﾌﾞﾗﾔ ｼｹﾞﾙ），新井　広憲（ｱﾗｲ ﾋﾛﾉﾘ）

【内　容】

時間割

15分

5分

15分

10分

5分

20分

5分

40分

5分閉講式 講師からメッセージ，写真撮影

技術講習① 動的ストレッチ

休憩

技術講習② レペテーショントレーニング，ミニ駅伝

コーディネーショントレーニング じゃんけん，引っ張り，リズム入れ替え他

パフォーマンス披露 ハードル模範演技，投てき（ジャベボール）

休憩

項　　目 内　　容

開講式 主催者挨拶，来賓挨拶，講師紹介

ウォーミングアップ ジョグ，体操

対価の有無*

最終締切日●月●日

2019年度版　社会貢献活動報告書
(2019.4.1-2020.3.31　1-3月については予定で可)

報告チーム

or報告者



　１頁／　　枚中の

連盟事務局経由連合事務局あて 報告日 2020年2月26日

中国電力 記入者名 川本　夏子

陸上競技部　マネージャー 連絡先☎ 080-2909-2922

メルアド kawamoto.cmg@gmail.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 2020年2月11日(火・祝)

≪ゲスト≫山口市民クロスカントリー大会 □ 無償

□ 報酬あり

*交通費実費や社会通念上妥当な菓子折り等の謝礼の受領は「無償」に分類してください。

【日時／場所】 2020年2月11日（火・祝）　8時00分～13時00分　山口県セミナーパーク

【招待選手】 油谷　繁（ｱﾌﾞﾗﾔ ｼｹﾞﾙ）

【内　容】 09時30分～　ランニングクリニック教室

10時20分～　小学生3年生の部（2km）に参加

11時00分～　小学生6年生の部（3km）に参加

11時40分～　表彰式プレゼンター

対価の有無*

最終締切日●月●日

2019年度版　社会貢献活動報告書
(2019.4.1-2020.3.31　1-3月については予定で可)

報告チーム

or報告者



　１頁／　　枚中の

連盟事務局経由連合事務局あて 報告日 2020年2月26日

中国電力 記入者名 川本　夏子

陸上競技部　マネージャー 連絡先☎ 080-2909-2922

メルアド kawamoto.cmg@gmail.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 2020年2月18日(火)

≪講話≫職業講話 □ 無償

□ 報酬あり

*交通費実費や社会通念上妥当な菓子折り等の謝礼の受領は「無償」に分類してください。

【日時／場所】 2020年2月12日(水)　14時00分～15時00分　高取北中学校

【参加者】 高取北中学校1年生　146名

【講　話】 油谷　繁（ｱﾌﾞﾗﾔ ｼｹﾞﾙ）

【目　的】 ・働くことの楽しさや厳しさについて知り，勤労や職業についての

　関心意欲を高める

・自分の職業観を見つめ，進路を切り開くために努力することや

　学習することの大切さを学ぶ

・社会で活躍されている方からの話を聞き，職業についての理解を

　深めるとともに，職業観を育む

【内　容】 ・講師紹介

・講話，生徒へのメッセージ（40分程度）

・生徒からの質問

・生徒お礼の言葉

対価の有無*

最終締切日●月●日

2019年度版　社会貢献活動報告書
(2019.4.1-2020.3.31　1-3月については予定で可)

報告チーム

or報告者



　１頁／　　枚中の

連盟事務局経由連合事務局あて 報告日 2020年2月26日

中国電力 記入者名 川本　夏子

陸上競技部　マネージャー 連絡先☎ 080-2909-2922

メルアド kawamoto.cmg@gmail.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 2020年2月22日(土)

≪教室≫ランナーズスクール山口 □ 無償

□ 報酬あり

*交通費実費や社会通念上妥当な菓子折り等の謝礼の受領は「無償」に分類してください。

【日時】 2020年2月22日(土)9時30分～12時30分

【参加者】 小学１年生：　６名（男　４・女　２） 【選手】 森本　卓司(ﾓﾘﾓﾄ ﾀｸｼﾞ)

小学２年生：１８名（男１０・女　８） 山崎　亮平(ﾔﾏｻｷ ﾘｮｳﾍｲ)

小学３年生：２０名（男１４・女　６） 　 北　魁道(ｷﾀ ｶｲﾄﾞｳ)

小学４年生：１６名（男　７・女　９） 森宗　渚(ﾓﾘｿｳ ﾅｷﾞｻ)

小学５年生：２２名（男　９・女１３） 東島　清純(ﾋｶﾞｼｼﾞﾏ ｷﾖｽﾐ)

小学６年生：１３名（男　７・女　６）　　　　 〔小学生　計 ９５名〕 　

中学１年生：１２名（男　４・女　８）

中学２年生：　６名（男　３・女　３）　　　　 〔中学生　計 １８名〕

【内容】

ウォーミングアップ 体操・グランド1周

運動ゲーム

動きづくり

デモンストレーション 選手の動きを見て学ぶ

ミニ駅伝 中電の選手とリレー対決

クールダウン

閉講式

開校式 チーム紹介・挨拶

項目 内容

最終締切日●月●日

2019年度版　社会貢献活動報告書
(2019.4.1-2020.3.31　1-3月については予定で可)

報告チーム

or報告者

対価の有無*



　１頁／　　枚中の

連盟事務局経由連合事務局あて 報告日 2020年2月26日

中国電力 記入者名 川本　夏子

陸上競技部　マネージャー 連絡先☎ 080-2909-2922

メルアド kawamoto.cmg@gmail.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 2020年2月29日(土)

≪教室≫ランナーズスクール松江 □ 無償

□ 報酬あり

*交通費実費や社会通念上妥当な菓子折り等の謝礼の受領は「無償」に分類してください。

【日時】 2020年2月29日(土)9時30分～12時30分 【選手】 森本　卓司(ﾓﾘﾓﾄ ﾀｸｼﾞ)

【参加者】 小学１年生：１７名（男１３･ 女　４） 兼実　省伍(ｶﾈｻﾞﾈ ｼｮｳｺﾞ)

小学２年生：１８名（男１１・女　７） 　 渡邉　心(ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｺﾛ)

小学３年生：　９名（男　７・女　２） 秋山　雄飛(ｱｷﾔﾏ ﾕｳﾋ)

小学４年生：　７名（男　５･ 女　２） 東島　清純(ﾋｶﾞｼｼﾞﾏ ｷﾖｽﾐ)

小学５年生：１０名（男　６・女　４）

小学６年生：　５名（男　４・女　１）　【小学生 計 ６６名】

中学１年生：２９名（男１８・女１１） 高校１年生：　２名（男　０・女　２）

中学２年生：２７名（男１３・女１４） 高校３年生：　１名（男　１・女　０）       

中学３年生：　１名（男　１・女　０）　 【中学生 計 ５７名】   【高校生 計   ３名】

【内容】

ウォーミングアップ 体操・グランド1周

運動ゲーム

動きづくり

デモンストレーション 選手の動きを見て学ぶ

ミニ駅伝 中電の選手とリレー対決

クールダウン

閉講式

項目 内容

開校式 チーム紹介・挨拶

最終締切日●月●日

2019年度版　社会貢献活動報告書
(2019.4.1-2020.3.31　1-3月については予定で可)

報告チーム

or報告者

対価の有無*

コロナウイルス対策のため延期

（2/25決定）



　１頁／　　枚中の

連盟事務局経由連合事務局あて 報告日 2020年2月26日

中国電力 記入者名 川本　夏子

陸上競技部　マネージャー 連絡先☎ 080-2909-2922

メルアド kawamoto.cmg@gmail.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 2020年3月1日(日)

≪ゲスト≫出雲くにびきマラソン大会 □ 無償

□ 報酬あり

*交通費実費や社会通念上妥当な菓子折り等の謝礼の受領は「無償」に分類してください。

【日時／場所】 2020年3月1日（日）　島根県立浜山公園周辺

【招待選手】 油谷　繁（ｱﾌﾞﾗﾔ ｼｹﾞﾙ）

【内　容】 ・開会式参加

・5kmの部招待選手

対価の有無*

最終締切日●月●日

2019年度版　社会貢献活動報告書
(2019.4.1-2020.3.31　1-3月については予定で可)

報告チーム

or報告者



　１頁／　　枚中の

連盟事務局経由連合事務局あて 報告日 2020年2月26日

中国電力 記入者名 川本　夏子

陸上競技部　マネージャー 連絡先☎ 080-2909-2922

メルアド kawamoto.cmg@gmail.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 2020年3月7日(土)

≪ゲスト≫山陰浜田港マリン大橋リレーマラソン □ 無償

□ 報酬あり

*交通費実費や社会通念上妥当な菓子折り等の謝礼の受領は「無償」に分類してください。

【日時／場所】 2020年3月7日（土）　山陰浜田漁港周辺

【招待選手】 油谷　繁（ｱﾌﾞﾗﾔ ｼｹﾞﾙ）

【内　容】 ・開会式参加

・リレーマラソン参加

・表彰式プレゼンター

対価の有無*

最終締切日●月●日

2019年度版　社会貢献活動報告書
(2019.4.1-2020.3.31　1-3月については予定で可)

報告チーム

or報告者



　１頁／　　枚中の

連盟事務局経由連合事務局あて 報告日 2020年2月26日

中国電力 記入者名 川本　夏子

陸上競技部　マネージャー 連絡先☎ 080-2909-2922

メルアド kawamoto.cmg@gmail.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 2020年3月7日(土)

≪教室≫ランナーズスクール津山 □ 無償

□ 報酬あり

*交通費実費や社会通念上妥当な菓子折り等の謝礼の受領は「無償」に分類してください。

【日時】 2020年3月7日(土)9時30分～12時30分

【参加者】 小学４年生：１９名（男１４･ 女　５） 【選手】 兼実　省伍(ｶﾈｻﾞﾈ ｼｮｳｺﾞ)

小学５年生：１９名（男１２・女　７） 渡邉　心(ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｺﾛ)

小学６年生：１９名（男１３・女　６）　 【小学生 計 ５７名】　 秋山　雄飛(ｱｷﾔﾏ ﾕｳﾋ)

中学１年生：１１名（男　７・女　４） 東島　清純(ﾋｶﾞｼｼﾞﾏ ｷﾖｽﾐ)

中学２年生：２２名（男１６・女　６）

中学３年生：　５名（男　４・女　１） 【中学生 計 ３８名】 　

【内容】

ウォーミングアップ 体操・グランド1周

運動ゲーム

動きづくり

デモンストレーション 選手の動きを見て学ぶ

ミニ駅伝 中電の選手とリレー対決

クールダウン

閉講式

項目 内容

開校式 チーム紹介・挨拶

最終締切日●月●日

2019年度版　社会貢献活動報告書
(2019.4.1-2020.3.31　1-3月については予定で可)

報告チーム

or報告者

対価の有無*

コロナウイルス対策のため

延期調整中

（2/25）



　１頁／　　枚中の

連盟事務局経由連合事務局あて 報告日 2020年2月26日

中国電力 記入者名 川本　夏子

陸上競技部　マネージャー 連絡先☎ 080-2909-2922

メルアド kawamoto.cmg@gmail.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 2020年3月14日(土)

≪陸上教室≫海田ランナーズスクール □ 無償

□ 報酬あり

*交通費実費や社会通念上妥当な菓子折り等の謝礼の受領は「無償」に分類してください。

【日時／場所】 2020年3月14日（土）　9時00分～11時00分　海田小学校

【参加者】 海田町内小学生

【指導者】 油谷　繁（ｱﾌﾞﾗﾔ ｼｹﾞﾙ），白濱　三徳（ｼﾗﾊﾏ ﾐﾂﾖｼ）

【内　容】

時間割

10分

20分

15分

5分

20分

20分

5分

15分

10分

計 約120分

閉会式 整理体操，質疑応答

ミニゲーム ねことねずみゲーム，感覚走

休憩

リレー競争 タスキを使ったリレー競争

コーディネーショントレーニング 自分の体を巧みに動かす能力

休憩

ラダートレーニング スピードと調整力のバランス

項　　目 内　　容

開会式 主催者挨拶，来賓挨拶，講師紹介

ウォーミングアップ ウォーミングアップ，体幹トレーニング

対価の有無*

最終締切日●月●日

2019年度版　社会貢献活動報告書
(2019.4.1-2020.3.31　1-3月については予定で可)

報告チーム

or報告者



　１頁／　　枚中の

連盟事務局経由連合事務局あて 報告日 2020年2月26日

中国電力 記入者名 川本　夏子

陸上競技部　マネージャー 連絡先☎ 080-2909-2922

メルアド kawamoto.cmg@gmail.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 2020年3月21日(土)

≪教室≫ランナーズスクール大山 □ 無償

□ 報酬あり

*交通費実費や社会通念上妥当な菓子折り等の謝礼の受領は「無償」に分類してください。

【日時】 2020年3月21日(土)9時30分～12時30分

【参加者】 小学生募集中（2/25時点) 【選手】 藤川　拓也(ﾌｼﾞｶﾜ ﾀｸﾔ)

中学生募集中(2/25時点) 松井　智靖(ﾏﾂｲ ﾄﾓﾔｽ)

高校生募集中(2/25時点) 　 岡本　直己(ｵｶﾓﾄ ﾅｵｷ)

清谷　匠(ｷﾖﾀﾆ ﾀｸﾐ)

　

【内容】

ウォーミングアップ 体操・グランド1周

運動ゲーム

動きづくり

デモンストレーション 選手の動きを見て学ぶ

ミニ駅伝 中電の選手とリレー対決

クールダウン

閉講式

項目 内容

開校式 チーム紹介・挨拶

最終締切日●月●日

2019年度版　社会貢献活動報告書
(2019.4.1-2020.3.31　1-3月については予定で可)

報告チーム

or報告者

対価の有無*

コロナウイルス対策のため

開催調整中

（2/25）



　１頁／　　枚中の

連盟事務局経由連合事務局あて 報告日 2020年2月26日

中国電力 記入者名 川本　夏子

陸上競技部　マネージャー 連絡先☎ 080-2909-2922

メルアド kawamoto.cmg@gmail.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 2020年3月22日(日)

≪ゲスト≫寝太郎リレーマラソン大会 □ 無償

□ 報酬あり

*交通費実費や社会通念上妥当な菓子折り等の謝礼の受領は「無償」に分類してください。

【日時／場所】 2020年3月22日（日）　山陽オートレース場

【招待選手】 油谷　繁（ｱﾌﾞﾗﾔ ｼｹﾞﾙ）

【内　容】 ・開会式参加

・リレーマラソン参加

・表彰式プレゼンター

対価の有無*

最終締切日●月●日

2019年度版　社会貢献活動報告書
(2019.4.1-2020.3.31　1-3月については予定で可)

報告チーム

or報告者



 1頁／1 枚中の

連盟事務局経由連合事務局あて 報告日 2月26日

記入者名 杉谷 仁美

中電工 連絡先☎ 080-3930-2016

メルアド rikujo@chudenko.co.jp

*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

ふれあいランニングスクール ■ 無償

□ 報酬あり

*交通費実費や社会通念上妥当な菓子折り等の謝礼の受領は「無償」に分類してください。

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。

・開催日 2020年2月23日（日）

・参加人数 中学生30名 選手2名 スタッフ1名 

・大竹市中学生（1年生～3年生）を対象としたランニングスクール

・大竹市、近郊において中学生のスポーツ発展と向上

・スポーツを通じて世間間交流の場とする

・ウォーミングアップ、体幹トレーニング、ラダトレーニング、走り方レッスン、

 1000ｍ（タイムトライアル）、200ｍ×10リレー

② 活動名 実施日/期間

□ 無償

□ 報酬あり

*交通費実費や社会通念上妥当な菓子折り等の謝礼の受領は「無償」に分類してください。

概要・活動の狙い(自由記述)

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。

最終締切日2月27日(木)

対価の有無*

2019年度版 社会貢献活動報告書

報告チーム

or報告者

対価の有無*

(2019.4.1-2020.3.31)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

体操 

体幹トレーニング 

選手説明 

ウォーミングアップ 

ラダトレーニング 1000ｍ（タイムトライアル） 

集合写真 






