




































  1頁／2枚中の

連盟事務局経由連合事務局 御中 報告日

味の素AGF 記入者名 衛藤 昂

https://www.agf.co.jp/sports/#report 連絡先☎ 090-2689-4733

※活動報告は随時HP更新 メルアド takashi_eto@agf.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

みえ・勝ち飯Ⓡスペシャルトークショー ☑ 無償

□ 報酬あり

目的：地元産食材のPR

対象：イオンモール鈴鹿 来場者

人数：100名

内容：三重県の食材を使った料理の試食、自身の競技にまつわるトーク

② 活動名 実施日/期間

オリンピック・パラリンピック教育 □ 無償

☑ 報酬あり

目的：オリパラ教育の推進

対象：紀北中学校 全校生徒

人数：150名

内容：講演と跳躍披露

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)

2019年7月28日

2019年10月16日

2020年1月7日











































  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 6/15

□ 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：地元の公立小学校の生徒（6年生、約50名）

参加人数：約50名

目的： ・社外の皆様に当社陸上競技部の活動を知ってもらう。

・教室を通して陸上競技の楽しさを伝え、地域社会、陸上界の活性化に貢献する。

実施内容：・短距離走のタイム向上、伊勢市の陸上大会での活躍を目指して指導を実施

・小学校高学年ということもあり、少し高度な技術的指導も行った。

・楽しく、真剣に練習に取り組んでもらうことができた。

・小学校の先生には、生徒への指導に役立ててもらえるよう、練習内容・方法について

 資料にまとめてお渡しした。

練習メニュー：

・⿁ごっこ、姿勢づくり、スキップ、スタート練習、リレー

・雨のため体育館での実施となったが、スターティングブロックの下にゴムシートを

 敷いて室内でもスタート練習ができるようにしたり，リレーを往復形式に変更する

 などし、室内でも充実した陸上教室となるように工夫した。

② 活動名 実施日/期間 9/1

□ 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：当社従業員の小学生のお子様（25名）

目的： ・当社従業員に陸上競技部の活動を知ってもらう。

・陸上競技に親しんでもらうと共に、従業員の家族同士の横のつながりを作る。

実施内容：・⿁ごっこなど遊びの要素を入れ、運動が楽しいと感じてもらえるよう工夫した。

・毎年実施しているイベントであるが、毎回異なる練習メニューを取り入れ、より良い

 教室となるように改善に取り組んでいる。

・残念ながら雨の為最後の種目（リレー）は実施できなかった。

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。

対価の有無*
従業員の子供向け陸上教室

最終締切日2月27日(木)

2019年度版 社会貢献活動報告書

報告チーム

対価の有無*

(2019.4.1-2020.3.31)

2020/2/27

maeda-minetaka@sinfo-t.jp

地元の小学校向け陸上教室

or報告者

シンフォニアテクノロジー

陸上競技部

前田 峰尚

090-4115-5336

✓

✓



  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。

【開催日】2019年8月20日（火）15：30～17：30（2016年から実施・今回で3回目）

【対象者】北海道北見市 4年・5年・6年生 50名

【狙い】 例年合宿を行っている地で、走りを通じて、子供たちとコミュニケーションを取り、

夢や希望、スポーツの素晴らしさを伝えるとともに、体力向上を図る。

外国人選手との国際的な交流。

【取組み】自己紹介・体操・動きづくり・サインや写真撮影

最終締切日2月27日(木)

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)

トヨタ自動車陸上⾧距離部

辻 大和

0531-23-5164

hirokazu_tsuji@mail.toyota.co.jp

陸上教室（北海道北見市）



  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。

【開催日】2019年10月4日（金）10：30～12：00（2013年から実施・今回で7年目）※別紙参照

【対象者】愛知県 田原市 衣笠小学校 4年・5年・6年生 名

【狙い】 活動拠点の地元小学校を訪問し、走りを通じて、子供たちとコミュニケーションを取り、

夢や希望、スポーツの素晴らしさを伝えるとともに、体力向上を図る。

外国人選手との国際的な交流。

【取組み】自己紹介・体操・動きづくり・サインや写真撮影

陸上教室（小学校課外授業）

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*

トヨタ自動車陸上⾧距離部

辻 大和

0531-23-5164

hirokazu_tsuji@mail.toyota.co.jp



  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。

【開催日】2020年2月27日（木）10：00～12：00

【対象者】愛知県警察 20名

【狙い】 愛知県警依頼で、聖火ランナーのセキュリティーのため、

愛知県警のランニングポリスに対し、効率的な走りを指導した。

【取組み】自己紹介・体操・動きづくり・インターバル・写真撮影

ランニング指導 対価の有無*

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

トヨタ自動車陸上⾧距離部

辻 大和

or報告者 0531-23-5164

hirokazu_tsuji@mail.toyota.co.jp



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

趣旨 長野県内選手（中学生・高校生）の競技力向上を図る事を目的として行う

後援 松本陸上競技協会／松本市教育委員会／塩尻市教育委員会

場所 松本平広域公園陸上競技場

対象者 中学生、高校生の陸上競技者

募集人数 30名

講習内容 400ｍ、400ｍＨを主とした競技特性講習

参加人数 42名

講習内容 400ｍ、400ｍＨを中心に走り方やトレーニング内容を説明、実践する。

・　400ｍ、400ｍＨの走り方（座学）

・　400ｍ、400ｍＨのスタート

・　400ｍ、400ｍＨの中間走

・　400ｍ、400ｍＨのコーナー

・　400ｍ、400ｍＨのストレート

・　400ｍ、400ｍＨの練習内容 ・　250ｍ、200ｍＨの実走

・　400ｍ、400ｍＨのドリル ・　400ｍ、400ｍＨのまとめ

最終締切日2月27日(木)

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)

2019プロジェクト長野アスリート

2020年　2月　20日

有限会社ライフメッセージ

（ライフメッセージＡＣ）

上條　健

０２６３－５３－８８６９

tk45.life-message@abelia.ocn.ne.jp

2019年11月　9日

mailto:tk45.life-message@abelia.ocn.ne.jp


　　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)

実施日： 月１回（４月、５月、６月、７月、８月、９月、１０月、１月、２月、３月）

場所： 愛知県　かきつばた温泉 ※２月３月中止

対象者： 一般ランナー（１０ｋｍ位走れる方）

人数： 最大２５名（人数制限あり）

具体的実施内容：

・陸上競技部で実際に行っている事を実施。

・体操→動的ストレッチ→体幹運動→ジョギング（レベルに合わせたグループ分け）

・参加者に確認をとり３グループに分ける

（例）Ａ：４分～３分３０秒、Ｂ：５分～４分３０秒、Ｃ６分～５分３０秒等

・速く走れるコツやランニングフォームの指導

取組みに工夫した事、成果

・参加者に手本を見せて、声をかけながら動きのチェックをする。

・ジョギングでは、遅れた人にも声掛けし、最後まで走る。

・リピーター様がいてくれたり、ニューイヤー駅伝の社内応援バスに乗って

　一緒になって応援して下さった人もいます。

最終締切日2月27日(木)

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)

2020年2月28日

愛三工業陸上競技部 090-7959-8089

井幡政等

masatoshi_ibata@aisan-ind.co.jp

１回/月

かきつばたランニング教室

mailto:masatoshi_ibata@aisan-ind.co.jp


　　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。

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)

実施日： ７月６日（土）（午後６時１５分～午後９時００分）

場所： 愛知県　あいち健康の森公園

対象者： 一般ランナー（高校生以上）

人数： ５０名（人数制限なし）

具体的実施内容：

・陸上競技部で実際に行っている事を実施。

・体操→動的ストレッチ、体幹運動→ジョギング（レベルに合わせたグループ分け）

・参加者に確認をとりグループに分ける

（例）A：３分３０秒～４分００秒、Ｂ：４分～４分３０秒、

Ｃ：４分３０秒～５分００秒、D:５分００秒～　等

・速く走れるコツなど指導する。

取組みに工夫した事、成果

・参加者に手本を見せて、声をかけながら動きのチェックをする。

・ジョギングでは、遅れた人にも声掛けし、フィニッシュする。

大府市・東浦町ランニング教室

ナイトラン

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

(2019.4.1-2020.3.31)

2020年2月28日

愛三工業陸上競技部 090-7959-8089

井幡政等

masatoshi_ibata@aisan-ind.co.jp

１回/年（７月）

mailto:masatoshi_ibata@aisan-ind.co.jp


③ 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)

実施日： ８月１日（木）

場所： 岐阜高山御嶽　ハイランドグラウンド

対象者： 小学生（岐阜県のアスリート発掘選手に選ばれた小学生）

人数： ５０名

具体的実施内容：

・陸上競技部で実際に行っている事を実施。

・体操→動的ストレッチ→体幹運動→ウォーミングアップ→４００ｍ競争（組み分け）

・陸上競技の楽しさを知ってもらう。

取組みに工夫した事、成果

・参加者に手本を見せて、声をかけながら動きのチェックをする。

・運動に対しての準備の大切さを指導した。

・選手と競争する。

１回/年（８月）

ぎふアスリート発掘

陸上教室
対価の有無*



　　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。

④ 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)

実施日： １０月２３日（水） 対象者： 小学生（５年１組の生徒）

場所： 小学生（５年１組の生徒） 人数： 愛知県　寺部小学校

具体的実施内容：

・なんでもよいので夢を持って取り組む事の大切さを伝える。

・３０００ｍ障害のジャンプ（跳び箱を使用し、高さも同じにして超える）

・陸上競技にも３０００ｍ障害って競技があることを伝える。

・全員でレクレーション（皆で考え、全員一緒になって課題をクリアする）

・山口自身の夢を語る。（生徒たちの夢を聞く）

取組みに工夫した事、成果

・レクレーションでは、一人一人に声掛けや、意見を聞いたり一緒になって考えた。

・授業では、生徒の名前を覚えるのに特徴など書いた

跳び箱を使って障害超えを見せる 生徒と一緒にレクレーション

陸上競技を始めたきっかけや3,000m障害でオリンピックへの夢を語る

ビデオを見せる メダルを見せる 集合写真

最終締切日2月27日(木)

2020年2月28日

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

報告チーム

愛三工業陸上競技部

井幡政等

or報告者 090-7959-8089

masatoshi_ibata@aisan-ind.co.jp

１回/年（１０月）

未来へつなぐ夢の教室

「夢先生」講師：山口浩勢先生
対価の有無*

mailto:masatoshi_ibata@aisan-ind.co.jp


　　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。

⑤ 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)

実施日： ２月１５日（土）（午前１０時００分～午前１１時００分）

場所： 愛知県大府市　メディアス体育館おおぶ

対象者： 小学生（クラブチームに所属）

人数： ７０名（人数制限なし）

具体的実施内容：

・陸上競技部で実際に行っている事を実施。

・陸上競技の楽しさを知ってもらう。

・動的ストレッチ、体幹運動、

・リレー（グループ分け）

取組みに工夫した事、成果

・参加者に手本を見せて、声をかけながら動きのチェックをする。

・一緒になってり、速さを見せる。

最終締切日2月27日(木)

2020年2月28日

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

報告チーム

愛三工業陸上競技部

井幡政等

１回/年（２月）

エニスポ陸上教室 対価の有無*

or報告者 090-7959-8089

masatoshi_ibata@aisan-ind.co.jp

mailto:masatoshi_ibata@aisan-ind.co.jp


⑥ 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)

実施日： ３月７日（土）予定　中止

場所： 愛知県　あいち健康の森公園

対象者： 小学生（１年生～６年生）

人数： １５０名～２００名くらい（人数制限なし）

具体的実施内容：

・陸上競技部で実際に行っている事を実施。

・陸上競技の楽しさを知ってもらう。

・体操→ストレッチ→動的ストレッチ→体幹運動

・１年２年は、リレー、３年４年は、６００ｍ競争、５年６年は、１１５０ｍ競争

・鬼ごっこ等

取組みに工夫した事、成果

（駅伝、マラソン、トラック競技）

・参加者に手本を見せて、声をかけながら動きのチェックをする。

・あきないように鬼ごっこをいれる。

・質問時間をいれる。 ※写真は昨年度のものです。

１回/年（３月）

大府市・東浦町ランニング教室

ランニングイベント～トップアスリートに学ぼう！
対価の有無*



  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 渡邉 聰

連絡先☎ 052-604-2752 (090-7914-7723)

メルアド s_watanabe@he.aichi-steel.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 10月5日(土)～6日(日)

秋田県市町村対抗駅伝 鹿角大会 □ 無償

トークショーと解説 □ 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)

10月6日(日）に秋田県市町村対抗駅伝 鹿角大会が開催される前日に、⾧距離選手によるトークショーが行われた。

他には、鹿角市出身で富士通駅伝監督の高橋健一さんと、元ダイハツでアトランタオリンピックで女子マラソン日本代表の

浅利純子さんも参加されました。

5日（土）のトークショーは、天候にも恵まれ、小中学生や一般の方を含め１００名ほどの方が集まりました。

トークショーは３０分くらいでしたが、小中学生の競技力向上や一般の方に少しでもランニングに興味を持って頂けるよう話した。

また、６日（日）の秋田県市町村対抗駅伝では、地元で放送される駅伝の模様を、高橋監督と共に解説いたしました。

対価の有無*

愛知製鋼 （松宮 隆行）

2020年1月31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

レ



  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 渡邉 聰

連絡先☎ 052-604-2752 (090-7914-7723)

メルアド s_watanabe@he.aichi-steel.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

□ 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)

愛知製鋼陸上競技部は、会社の本拠地である東海市のふるさとスポーツ大使に昨年任命された事から

東海市のスポーツ振興やイメージアップに貢献するために、東海市シティーハーフマラソンに協力

活動内容としては、前日に行なわれた、前夜祭のイベントにてコースの説明を児玉監督と渡邉コーチが行い

地元のケーブルテレビで中継されるハーフマラソンの解説に松宮選手兼コーチが出演。

開会式には、2019年世界選手権20km競歩で、金メダルを獲得した山西選手も参加して大会を盛り上げた。

また、⾧距離選手10名の選手が、ハーフマラソンのゲストランナーとして走りました。

東海市シティーハーフマラソン ふるさと大使として参加 対価の有無*

最終締切日2月27日(木)

2020年2月7日

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

報告チーム

愛知製鋼 （渡邉 聰）or報告者

レ



  頁／  枚中の

連盟事務局経由連合事務局あて 報告日 2020.02.27

記入者名 飯田敦彦

小島プレス 連絡先☎ 0565-80-3272

メルアド a-iida@kojima-tns.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 2019年4月20日、21日

さくら道国際ネイチャーランのエイドボランティア ■ 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。

② 活動名 実施日/期間

地域の祭り（天下祭）の運営支援 ■ 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)

（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、その通りを「桜の木でつなぎたい」という故人の遺志を受

け継ぎ、桜前線の北上するこの時期に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）

地域（豊田市松平地区）の祭りの参加、運営支援加を行い、地域住民と一緒になって祭りを盛り上げま



 １頁／３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 2019年5月25日(土）

ウォーキング教室 開催 ■ 無償

□ 報酬あり

ウォーキングを生活習慣として取り入れることで

運動不足解消や健康維持増進に繋がることを啓発する目的で

地域住民向けのウォーキング教室を開催

【対象】 地域住民 （参加人数９人）

【参加者】中野直哉

【内容】  散歩とウォーキングの違いを確認したあと、

歩き方のポイントを説明。

ウェルネスタウン丘の上から飯田病院までの往復

距離としては5㎞程度、時間は1時間程度を歩いた。

※ 7/27(土）にも開催を予定していたが、雨天中止となった。

② 活動名 実施日/期間 2019年9月28日(土）

「Run伴＋Nanshin2019」飯田地区に参加 ■ 無償

□ 報酬あり

RUN伴とは認知症の人や家族、支援者、地域の人が

少しずつリレーをしながら一本のタスキをつないでいくイベント。

認知症になっても安心して暮らせる地域をつくるための

はじめの一歩として、地域の人と認知症の人が出会うことである

という趣旨に賛同し、参加。（2017年、2018年に引き続いての参加）

【参加者】中野直哉

③ 活動名 実施日/期間 2019年12月1日(日）

第4回みなみ信州駅伝・ロードレース大会に参加 ■ 無償

□ 報酬あり

第4回みなみ信州駅伝・ロードレース大会に

飯田病院有志チーム（3チーム出場）の一員として駅伝の部に出場。

駅伝を通して、懇親を深める。

【参加者】中野直哉・中村賢太郎

（2018年に引き続いての参加）

対価の有無*

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

対価の有無*

(2019.4.1-2020.3.31)

社会医療法人栗山会 飯田病院

事務局企画課 矢澤 真彦

0265-22-5150（代）

masashiko.yazawa@iida.or.jp

2020年2月27日



 ２頁／３枚中の

連盟事務局経由連合事務局あて 報告日

記入者名 大坪章男

連絡先☎ 090-1865-7813

メルアド fitwell.ootsubo@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。

④ 活動名 NPO法人 チャレンジゆうAchi 実施日/期間 通年

小学生陸上教室 ■ 無償

□ 報酬あり

⾧野県下伊那郡阿智村 NPO法人チャレンジゆうAchi の事業協力

◆ 指導者派遣 陸上競技部監督 大坪章男

（日本陸上競技連盟公認陸上コーチ レベル４）

◆ 通年  毎週月曜日 １９：００～２０：４５ 人数/２５名

◆ 活動の狙い

小学生の発育発達に合わせて、体の動き作りを行い、各種競技の基礎を作る。

ここで動きを作った子ども達は、中学校で、女子バレーボール、サッカー、柔道

陸上競技、ソフトテニス、野球などを行って活躍している。

⑤ 活動名 NPO法人チャレンジゆうAchi 実施日/期間 通年

基礎トレーニング教室 ■ 無償

□ 報酬あり

⾧野県下伊那郡阿智村 NPO法人チャレンジゆうAchi の事業協力

◆ 指導者派遣 陸上競技部監督 大坪章男

（日本陸上競技連盟公認陸上コーチ レベル４/スポーツプログラマー）

◆ 通年 毎週火曜日 １９：００～２１：００   人数/２７名

◆ 活動内容

 ・ 各種トレーニング器具、用具を使用して、中学生・高校生・社会人の

  競技スポーツのためのトレーニング指導

 ・ 中高年齢者の健康作りプログラム提供と指導

対価の有無*

社会医療法人栗山会 飯田病院

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

対価の有無*

2020年2月27日



 3頁／３枚中の

連盟事務局経由連合事務局あて 報告日

記入者名 大坪章男

連絡先☎ 090-1865-7813

メルアド fitwell.ootsubo@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。

⑥ 活動名 ⾧野県飯田市内の中学校の部活動休止 実施日/期間

に伴うスポーツスクール事業 ■ 無償

「陸上競技トップアスリート育成クラブ」 □ 報酬あり

⾧野県飯田市教育委員会による中学校部活動休止に伴い

各競技団体が中学生指導を一ヶ月間行い、

今後の教育現場でどの様に運動部部活に取り組むかという事業に協力

◆ 指導者派遣 陸上競技部監督 大坪章男

（日本陸上競技連盟公認陸上コーチ レベル４）

◆ 活動内容   中学生短距離選手で、上の大会を目指しているが、

指導者がいない選手の受け入れを行い、基本から指導を行った。

⑦ 活動名 実施日/期間 通年

陸上競技大会における医務員の活動 ■ 無償

□ 報酬あり

陸上競技大会現場での医務員活動/競技会の安全管理

◆ 大坪章男  （公財）日本陸連トレーナー部A級トレーナー/（一財）国際救命救急協会 救命士

 （一財）JPTECトランスポンダー協議会ファーストトランスポンダー

中村賢太郎 看護士 （公財）日本陸連Ｃ級トレーナー

◆ 活動競技大会

・ マラソン：2020/3/1   東京マラソンランナーサポート 中村賢太郎

 2019/10/6 松本マラソンランナーサポート 大坪章男

・ 駅伝：   2019/11/24 北信越高校男子・女子駅伝     医務員主任 大坪章男

2019/11/23 北信越中学校男子・女子駅伝 医務員主任 大坪章男

          2019/11/2   ⾧野県中学校男子・女子駅伝 医務員主任 大坪章男

2019/11/3   ⾧野県高校男子・女子駅伝     医務員主任 大坪章男

・ 競技会： 2019/4/13～14 県春季陸上      医務員主任 大坪章男

2019/5/10   南信高校総体陸上 医務員主任 大坪章男

2019/5/24～25 県高校総体陸上 医務員主任 大坪章男

2019/6/13～16 北信越高校総体陸上   医務員 大坪章男・中村賢太郎

2019/6/22           県中学校混成競技大会  医務員主任 大坪章男

2019/7/6～7  県選手権大会      医務員 大坪章男・中村賢太郎

2019/7/15   南信三郡選手権     医務員主任 中村賢太郎

2019/7/20～21 県中学校通信陸上    医務員主任 大坪章男

など

対価の有無*

対価の有無*

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 社会医療法人栗山会 飯田病院

2020年1月

2020年2月27日



  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 両角 明彦

中央発條 連絡先☎ 090-7958-6782

メルアド a.k.i.1003.m.39@icloud.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16日(日)

愛知池駅伝へ参加し地域交流、大会を盛り上げる ■ 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)

今年で3回目を迎える愛知池駅伝へ地域交流を目的とし参加

※愛知池駅伝は日進市陸上競技協会か主催し、地元の小学生～大学生、地域クラブ合わせて

48チームが参加し、愛知池で行われる大会。

今回、初めて参加し地域貢献活動の目的で参加し触れ合いながら大会を盛り上げる。

当日は前週（2月9日）の全日本実業団ハーフマラソンで優勝したケニア人のルンガル選手も

3区で走り、さらに大会を盛り上げていた。 → ファンとの交流

＜スタートの様子＞右から２番目

最終締切日2月27日(木)

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)

2020年2月25日



  1頁／1枚中の

連盟事務局経由連合事務局様 報告日 2020/2/25

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。

【大会名】

エブリディ・デカスロン大会

【大会の狙い】

混成競技を体験してもらい各種目の楽しさや混成競技の達成感を参加した仲間と共有する。

【概要・活動の狙い】

エブリディ・デカスロン大会に参加している方々にやり投げについての指導を実施する。

やり投げの難しさや、記録向上時の達成感を体感してもらう。

また、安全面を最大限考慮し有意義な大会運営をしていく。

【内容】

この大会においては、初心者から上級者までいくつかのクラスが設定されております。

その中において特殊競技でもあるやり投げを経験した事のない方々に、

やりの持ち方、助走や投げるコツを実践を交えながら指導し記録向上に努める。

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)

（株）豊田自動織機

冨成 仁

090-8734-4187

hitoshi.tominari@mall.toyota-shokki.co.jp

アスリートナビゲーター

2019年11月10日（日）




