
 2頁／ 2枚中の
連盟事務局経由連合事務局あて 報告日 2021年2月4日

記入者名 渡邉 清紘
NDソフト アスリートクラブ 連絡先☎ 090-5840-7070

メルアド kiyohiro.watanabe@ndsoft.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 2021年2月4日/午前
南陽市立中川小学校 6年生キャリア学習 ☑ 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)
渡邉の⺟校である、南陽市立中川小学校より依頼があり、小学6年生（7名）を対象に
キャリア学習の一環で1コマ（45分間）の授業を受け持った。
私の小学校時代から振り返り、当時どんな子供で、どんな生活をしていたか、どんな考えを
持っていたのか等を話しながら、今この環境で生きている児童たちと比べてもらった。

講話内容
①職業（仕事）観 ②仕事と競技の両立 ③人間関係に欠かせない事 ④将来の夢の持ち方
以上4つのテーマについて私なりの考えを児童たちに伝えた。

子供たちが大人になるころ、今回の事を覚えているかどうかも分からないと思うが、
ほんの少しでも良いので、何かアクションを起こすきっかけになってくれればと願う。

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。

対価の有無*

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*



 

主催 高畠町教育委員会  主管 高畠町陸上競技協会  後援 高畠町スポーツ協会 

講師 ＮＤソフトアスリートクラブ 

 

参 加 者 募 集 

 



２０２０年９月１９日（土） 

                                       高畠中学校グラウンド 

                                                    午前９時００分～ 

 

[次 第]                                    進行 町陸協  

 

１．開  会        

 

２．あいさつ        高畠町スポーツ協会会長            島津 良平 

 

３．指導者紹介     南陽・東置賜駅伝チーム監督          小野 正晃 

  （裏面参照） 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．あいさつ        ＮＤソフトアスリートクラブ         渡邉 清紘 選手 

 

５．指導内容説明・指導     

 

               

 

 

６．質疑応答 

 

７．お礼の言葉      まほろばアスリートクラブキャプテン       

 

８．閉  会   



 

２０２０年度 陸上教室 

ND ソフトアスリートクラブ 

指導者紹介 

1. 渡邉
わたなべ

 清
きよ

紘
ひろ

   （南陽市）   米沢工業高校        ・ 山梨学院大 

2. 小針
こ ば り

 旭人
あきひと

   （福島県）   学法石川高校        ・ 東京国際大学 

3. 上手
か み て

   慶
けい

   （茨城県)   土浦第三高校        ・ 専修大学 

4. 熊倉
く ま く ら

 優
ゆう

介
すけ

   （新潟県）   村上桜ヶ丘高校       ・ 上武大学 

5. 齋藤
さいとう

   諒
りょう

   （鶴岡市）   酒田南高校         ・ 大東文化大学 

6. 光武
みつたけ

   洋
ひろし

   （大阪府）   大阪体育大学浪商高校 ・ 中央学院大学 

7. 安藤
あんどう

   駿
しゅん

   （秋田県）   秋田工業高校       ・ 神奈川大学 

 

    

 

 



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
You Tubeを活用したSTAY HOME 動画発信 ■ 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)
■概要■
・YouTubeを活用し、家の中で行えるトレーニング動画の発信

■対象者■
・従業員・地域住⺠をはじめとした動画を視聴して下さるファンの⽅々

■目的■
・STAY HOME期間でも、運動不足を解消し健康な身体を維持して欲しいという想いから製作

■取り組み時の工夫■
・部員が企画・撮影・動画編集まで全て自前で行い、選手と一緒に取り組めるような構成にした点
・運動初心者でも効果を実感できるようストレッチ種目の厳選と試行錯誤を繰り返した

■写真■

■成果■
・従業員・地域住⺠の⽅々からの声や、ファンの⽅々からの「いいね！」

実施日/期間

最終締切日2月25日(木)

2020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*

(2020.4.1-2021.3.31)

SUBARU
滑 和也

080-7721-7789
namera.kazuya@subaru.co.jp

2021年2月9日

2020年4月〜5月



➁ 活動名
■ 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)
■概要■
・小学生向けの走り⽅教室

■対象者■
・邑楽郡大泉町内の小学生30人前後

■狙い■
・子供たちに走る事をより身近に感じてもらう
・走るときの動きのポイントや地道な動作の重要性を感じてもらう
・1つの目標に取り組み、努力することの大切さを伝える

■取り組み時の工夫■
・コロナウィルス感染対策（マスク、フェイスシールド、バトンの不使用など）
・各学年に合わせたレベルの活動を行う。（低学年は遊び感覚、高学年は実戦的など）
・リレーの中に各記録のペーサーを入れることでリアルな速さを体験することができる。

■写真■

実施日/期間

対価の有無*「もっと速く走れる！」走り⽅教室

2020年11月7日



1頁／5枚中
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 ⽉2〜4回 ⽔曜日
八王子市ジュニアジョギングスクール ■ 無償

□ 報酬あり

【主催】 公益財団法人八王子市学園都市文化ふれあい財団
【場所】 八王子市上柚木陸上競技場および公園内
【対象者】⼩学１〜6年⽣、中学1〜3年⽣
【講師】 コーチ ⼩澤希久雄、井上洋平
【概要】 ・2021年度実施日

 9/16、10/14、10/21、10/28、11/4、11/11、11/25、12/16、12/23
 3/10、3/17、3/24（予定）
・各日16時10分〜17時40分までの間で、⾛ることの楽しさを実感してもらいながら、
⾛る技術の指導を行っている。
・平成20年からスクールを開催し今年で13年目の開催。
・今年はコロナウイルスの影響で4⽉〜8⽉、1⽉〜2⽉まで中⽌。

【添付】 ①企画書

最終締切日2月25日(木)

2020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*

(2020.4.1-2021.3.31)

2⽉25日

コニカミノルタ陸上競技部
井上 洋平

042-660-9245
youhei.inoue@konicaminolta.com



  2頁／5枚中
② 活動名 実施日/期間 2020年11⽉7日（土）

2020たのしいジョギング教室 in HINO □ 無償
■ 報酬あり

【主催】 日野市陸上競技協会
【場所】 日野市⺠の森スポーツ公園 陸上競技場
【対象者】⼩学⽣36名、中学⽣12名
【講師】 スタッフ、選手全員
【概要】 ・選手が地元の市⺠とふれあいながら陸上の楽しさ、⾛り⽅の指導を行った。

・今回で16回目の開催。
・コロナウイルスの影響により7⽉から11⽉に開催時期を変更して実施。
・コロナ禍において地元の⼩中学⽣にも元気を与えたいという思いで、今年度は日野市
在住の⼩中学⽣に対象を絞り開催した。
・コロナウイルス感染対策として、検温や手指の消毒、ソーシャルディスタンスの確保
を意識しながら実施。

【添付】 ②スケジュール

対価の有無*



  3頁／5枚中
③ 活動名 実施日/期間 2021年3⽉27日（土）予定

八王子市ジョギング教室 □ 無償

■ 報酬あり

【主催】 公益財団法人八王子市学園都市文化ふれあい財団
【場所】 八王子市上柚木陸上競技場および公園内
【対象者】⼩学⽣〜⼀般まで約100人
【講師】 スタッフ、選手全員
【概要】 選手が地元の市⺠とふれあいながら陸上の楽しさ、⾛り⽅の指導を行う。

今回で18回目の開催。
【添付】 ③企画書

※写真は2019年3⽉

対価の有無*



  4頁／5枚中
④ 活動名 実施日/期間 2020年11⽉30日（⽉）

日野市立夢が丘⼩学校 陸上教室 □ 無償

■ 報酬あり

【主催】 日野市立夢が丘⼩学校
【場所】 日野市立夢が丘⼩学校グランド
【対象者】5年⽣２クラス（２時間）
【講師】 コーチ ⼩澤希久雄、井上洋平
【概要】 ランニング、ストレッチ、補強運動などを実演を交えての指導

⑤ 活動名 実施日/期間 2020年11⽉21日（土）
八王子ロングディスタンス LIVE配信 ■ 無償

□ 報酬あり

【主催】 東日本実業団陸上競技連盟、八王子市陸上競技協会
【場所】 八王子市上柚木陸上競技場
【内容】 コロナウイルス感染対策のため無観客にて開催した「2020八王子ロングディスタンス」

において、弊社（コニカミノルタ株式会社）が陸上ファンのためにレースの模様を
YouTubeでLIVE配信を行った。

八王子ロングディスタンスは第1回大会（1998年）から弊社が大会運営の協力を行い、
2015年には本大会で日本新記録が誕⽣するなど、日本のトップ選手が集まる大会となって
いる。
例年、2000人を超える観客が来場していたが、今年はコロナウイルス感染対策のため無観
客での開催となった。そこで、弊社の広報担当者が中心となり、大会当日のLIVE配信を
行い、会場に来られない陸上ファンのためにレースの模様を中継した。
また、LIVE配信では弊社陸上競技部スタッフの坂梨と角が解説を務め、レースの実況を
行った。

対価の有無*

対価の有無*



  5頁／5枚中
⑥ 活動名 実施日/期間 2020年10⽉〜

日野市部活動改革プロジェクト □ 無償

日野市立第二中学校陸上部 外部指導員 ■ 報酬あり

【内容】

【添付】 ⑥資料

スポーツ庁と文化庁が示すガイドラインに基づき、日野市が「学校の働き⽅改革を踏まえた部活
動改革」を開始。
「日野市部活動改革プロジェクト」の取り組みとして、2020年10⽉より弊社陸上競技部OBの伊
藤正樹氏が日野市立第二中学校陸上部の部活動指導員として活動を開始。

対価の有無*





2020年11月7日（土）

時間 内容 担当

14:50

集合

打ち合わせ

整列

日野市陸上競技場　会議室集合

15:00 挨拶 日野市陸上競技協会

指導者の紹介 コニカミノルタ

15:10 グループ毎に指導 小学5年生　21名 小学6年生　15名 中学生　12名

コニカミノルタ陸上競技部
谷川・菊地・大山・濱川・坪井・ランガット 野口・西池・川端・福田・米満 山本・我那覇・蜂須賀・伊勢・相沢

ウォーミングアップ　　体操・ストレッチ

指導

・走り方（腕振り、もも上げ） ・マラソンペース体感
・基本運動の徹底　スキップやジャンプ 　　世界記録　2時間01分39秒　      2分53秒/km
・筋力、体幹トレーニング 　　男子日本記録　2時間05分50秒　2分59秒/km
・50mを一緒にペースを決めて走る。 　　女子日本記録　2時間19分12秒　3分18秒/km
・呼吸の仕方について 　　サブ３ペース　4分15秒/km　　約25秒/100m
・フォームチェック 　　サブ４ペース　5分41秒/km　　約34秒/100m
・会話形式で質問に答える

クーリングダウン　　体操・ストレッチ

16:10 講評 コニカミノルタ陸上競技部　磯松監督

記念撮影 日野市陸上競技協会

参加賞配布

16:30 解散

2020たのしいジョギング教室 in HINO　スケジュール

【参考】

日野市陸上競技協会　川村会長

自己紹介

内容

参加賞は日野陸協が配布、サイン会は中止。





© KONICA MINOLTA

「日野市部活動改革プロジェクト」の取り組みに基づき、2020年10月より

陸上競技部OB 伊藤正樹氏が日野二中 陸上部の部活動指導員として活動を開始しました。

陸上競技部OB 部活動指導員として活動開始

日野二中での本活動 日野市「学校の働き方改革を踏まえた部活動改革」は先進的取り組みとして、

12月 スポーツ庁の視察訪問

1月末 スポーツ庁 Webサイト向け取材 スポーツ庁Web広報マガジン「DEPORTARE」に掲載予定

1

https://sports.go.jp/


© KONICA MINOLTA 2

伊藤正樹氏



 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 ミズノ ⻑⾕川順⼦
   ミズノ トラッククラブ 連絡先☎ 090-9042-7249

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：自治体、スポーツ団体・施設との連携による 実施日/期間 2020/10/24 
    小中高校生への陸上競技普及事業 □ 無償

  飯塚翔太選手 ① ☑ 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)
自治体主催の中学生対象の教室へのアスリート派遣依頼の協力
開催日：10/24  主催：静岡県スポーツ局スポーツ振興課 場所：三島市 
 指導アスリート 飯塚翔太

   三島市内中学生陸上競技部員50名参加

※ 飯塚翔太選手の地元静岡県のスポーツ局主催「トップアスリート派遣事業」の一環として
  毎年参加し地元中学生陸上部員に陸上の楽しさ、すばらしさ、そして練習方法や技術を
  ふれあいを大切にしながら指導している。

② 活動名：自治体、スポーツ団体・施設との連携による 実施日/期間 2020/11/1
    小中高校生への陸上競技普及事業 □ 無償

  飯塚翔太選手 ② ☑ 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)
  燕市教育委員会主催の「フェニックス600」事業の一つとして飯塚翔太選手の陸上教室実施
  11/1 燕市体育館にて  燕市内中学生80名が参加

「フェニックス６００」とは新型コロナウイルス感染拡大に伴う各種大会の中止により
 市内中学３年６００人の生徒に、今後の人生において夢や希望を持てるような貴重な
 体験の場を提供する事業で、この趣旨に賛同し飯塚翔太選手が指導にあたった。

最終締切日2月25日(木)

対価の有無*

2020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*

(2020.4.1-2021.3.31)

2021年 2月24日

jhasegaw@mizuno.co.jp



③ 活動名：自治体、スポーツ団体・施設との連携による 実施日/期間 2020/11/8
    小中高校生への陸上競技普及事業 □ 無償

  飯塚翔太選手 ③ ☑ 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)
由利本荘市教育委員会及び由利本荘市陸上競技協会の主催による飯塚翔太選手の陸上教室

11/8 開催：由利本荘市ナイスアリーナにて 市内高校陸上競技部35名参加 

② 活動名：復興支援に結び付く小中高校生への陸上教室 実施日/期間：2020/11/22 
の継続的活動 □ 無償
野澤啓佑 金井大旺 中村太地 和田麻希 ☑ 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)
 震災から10年が経過、石巻市体育協会とは震災前からミズノトラッククラブ選手による陸上教室を
実施しており、復興支援に少しでも助力出来たらという思いで震災後も継続実施し、地元の⼦供たち
にパワーを提供し続けている。

11/22 石巻市スポーツ協会主催 ミズノトラッククラブ陸上教室 
 場所：石巻市体育館アリーナ 講師：野澤啓佑 金井大旺 中村太地 和田麻希 

 参加：石巻市内小学生25名 中高校生23名

対価の有無*

対価の有無*



④ 活動名： 実施日/期間：2020/12/13
  障害者スポーツ団体との連携による継続的活動 □ 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。

概要・活動の狙い(自由記述)
東京都障害者スポーツ協会主催の「かけっこなげっこ運動会」の講師として協力し3年連続の協力となる。

12/13 小金井特別支援学校にて
松下祐樹 中村太地  児童19名 父兄が参加
参加の⼦供と父兄と講師の松下祐樹 中村太地が一体となって実施出来ている。

  

対価の有無*



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 久保 健司
ヤマダホールディングス 連絡先☎ 080-1100-2982

メルアド kubo.kenji@yamada-denki.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
福島県塙町ふれあい陸上教室 □ 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)

2020年11⽉24日（⽕）福島県塙町塙⼩学校にて、塙町の⼩学⽣4〜6年⽣84名を対象に
「ふれあい陸上教室」が開催され、ヤマダホールディングス陸上競技部トラック＆フィールドの
安部孝駿選手、柏村亮太選手、⼩田大樹選手、田中監督、桐山マネージャー、札塲大輝OBが
講師として参加しました。
選手によるパフォーマンス披露では子供たちから大きな歓声が上がり、非常に盛り上がりました。
走る、跳ぶ、投げるの技術講習では、子供たちは元気よく体験しており、最後のリレー対決では
選手と子供たちが一体となり楽しみました。

② 活動名 実施日/期間
9.98スポーツ教室 マラソン普及コース ☑ 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)
主催 一般財団法人福井陸上競技協会
日時 2020年12⽉19日
場所 福井県営陸上競技場（9.98スタジアム）
講師 森川賢一 ⼥子中⻑距離前監督
一般ランナー向けにマラソン指導の基本的なフォーム作り、練習メニュー講義などを指導
しましたした。参加者それぞれの目標記録に合わせた指導を行いました。

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。

最終締切日2月25日(木)

対価の有無*

2020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*

(2020.4.1-2021.3.31)

2021/2/23

2020/11/24

2020/12/19



  1頁／  1枚中の
連盟事務局経由連合事務局あて 報告日 2021.1.19

記入者名 上村 哲也
日立 連絡先☎ 090-2222-1920

メルアド tetsuya.uemura.uf@hitchi.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
ゴミ拾い ■ 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)

これまで実施していた近隣小学校への陸上教室など、大人数で交流することが難し状況の中
何かできることはないかと考え、5月から近隣地域のゴミ拾いを選手・スタッフが手分けして
毎週水曜日に実施することとし、現在も継続中。

最終締切日2月25日(木)

2020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*

(2020.4.1-2021.3.31)

2020年5月以降、現在も継続中。


