
  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 中川 智博
株式会社TOMORUN 連絡先☎ 090-3425-1179 （中川個人）

メルアド tomorrow2005@xj.commufa.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 令和２年度通して
令和２年度トモラン社会貢献活動 □ 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)

株式会社TOMORUNは、政令指定都市・浜松の中心市街地に拠点を置き、「スポーツ×まちなか」
を理念に掲げ、競技活動のみならず様々な社会活動を展開して、街へ溶け込む陸上競技部を目指し
活動を行っています。いくつかの事例を報告いたします。

（１）ストリート陸上＠まちなか
浜松の中心市街地活性化を行っている行政と⺠間のまちづくり機構「浜松まちなかにぎわい協議会」
と併催で、浜松の玄関口「ソラモ」を会場として、2020年11月3日(火・祝）にイベントを実施した。
浜松市中区の地域⼒向上事業として助成・後援を貰い、官⺠⼀体でスポーツ振興に取り組んだ。

（２）学生インターンと実業団選手
株式会社TOMORUNでは、近隣大学でスポーツに興味のある大学から積極的にインターン生を受け
入れている。こういったインターン生は、鈴木義啓（監督兼選手）から指導を受け、教室事業や
イベント運営事業に従事している。彼らの提案により、21年初には学生ボランティア集団の受入
を開始する事となり、選手が増える令和３年度にはこの動きを加速させていきたい。

対価の有無*

最終締切日2月25日(木)

(2020.4.1-2021.3.31)
報告チーム
or報告者

2020年度版 社会貢献活動報告書



（３）小学校への出前授業
秋、市内小学校６校へ出前授業を行った。鈴木義啓（監督兼選手）と弊社代表の中川智博（2004年
全日本実業団選手権優勝）を中心に編成をして、各小学校にて授業を行った。小学校の先生方から
は、陸上競技の指導方法や技術を生で習得できると、全校の先生が参加した学校もあった。

（４）公園でのスポーツテスト
コロナ禍で小学校行事が無くなった事から、公共施設でのスポーツテストイベントを実施した。
これらは弊社選手、スタッフ、インターン※（２）総出で行い、コロナ禍においてスポーツ
で明るくなれる様努めた。参加者は多様な世代にわたり、嬉々とした表情が印象的だった。

（５）オンライン無償配信
４月緊急事態宣言下、世間の皆様の運動機会が喪失されてしまった。弊社実業団部・スタッフ
で考えた結果、オンライン無償配信を実施、皆様にご覧いただく事で、少しでもスポーツを通じて
明るくコロナを乗り切ってもらえるように努めた。※合計２０本近い動画を無償配信



※YouTubeより抜粋

令和３年度からは登録選手３名の体制となります。これら活動を継続させ、発展させて、更に
跳躍（三段跳び、棒高跳び、走高跳び）での中部実業団のレベル向上に努めながら、競技・社会
貢献のハイブリッド活動を推進して参ります。



  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 11月27日
オリンピック・パラリンピック教育講演会 □ 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。

概要・活動の狙い(自由記述)

対象者及び⼈数：⻄城陽⾼校スポーツ総合専攻コース(3学年120名)
実施内容：講義60分 質疑20分 実技20分

講義内容 競歩競技の説明, モチベーショングラフを用いた自分の経歴・経験の解説
経験から得られる教訓・メッセージ, 発表のまとめ

実技   競歩の実演・説明, ⾼校生の体験・ 競歩リレー

② 活動名 実施日/期間 12月7日
オリンピック・パラリンピック教育講演会 □ 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。

概要・活動の狙い(自由記述)

対象者及び⼈数：久御山⾼校スポーツ総合専攻コース(3学年120名)
実施内容：講義60分 質疑20分 実技20分

講義内容 競歩競技の説明, モチベーショングラフを用いた自分の経歴・経験の解説
経験から得られる教訓・メッセージ, 発表のまとめ

実技   競歩の実演・説明, ⾼校生の体験・ 競歩リレー

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。

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)
渡邉 聰

052-604-2752
s_watanabe@he.aichi-steel.co.jp

2021/2/2

愛知製鋼 陸上競技部
（山⻄利和）



  頁／  枚中の
連盟事務局経由連合事務局あて 報告日 2021年2月

記入者名 小林 秀崇
トーエネック 連絡先☎ 090-7697-2224

メルアド hide-ko@na.commufa.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 2020年9月22日
豊川タイムトライアル ☑ 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。

活動名： 豊川タイムトライアル
対象者： 愛知県の中高生300名程度
内容： 東三河出身の選手を中心にペースメーカーとして、タイムトライアルに参加
参加者： 小山裕太

別紙タイムトライアル写真を添付

② 活動名 実施日/期間 2020年11月22日
オカザキランナーズフェスティバル ☑ 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。

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。

活動名： オカザキランナーズフェスティバル
対象者： 愛知県の中高生200名程度
内容： 実業団に所属している選手を中心にペースメーカーとして、タイムトライアルに参加
参加者： 竹内大地

⻄川稜⽮（陸上競技部OB）

別紙タイムトライアル写真を添付

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)















  頁／  枚中の
連盟事務局経由連合事務局あて 報告日 2021.2.20

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
地域の祭り、イベントの運営支援 ■ 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)

最終締切日2月27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

(2020.4.1-2021.3.31)

地域（豊田市）の祭り、イベントの参加、運営支援を⾏い、地域住⺠と⼀緒になって日本の⼤切な⽂



  頁／  枚中の
連盟事務局経由連合事務局あて 報告日 2021年 2月19日

記入者名 竹川倖生
丸元産業 連絡先☎ 080-5113-5714

メルアド kopon1216@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 2021年 2月9日
富士総合運動公園 ■ 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)
目的   普段練習で使っている場所を綺麗にする。
実施場所-実施日富士総合運動公園(静岡県富士市) 2月15日
実施人数 1人
内容 ゴミ拾い、清掃。
成果 ゴミ袋1袋分。

② 活動名 実施日/期間
杉田浅間神社 ■ 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)
目的 神社の清掃。
実施場所-実施日杉田浅間神社(静岡県富士宮市)
実施人数 1人
内容 掃き掃除やゴミ拾い
写真なし

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)



  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 糟谷 悟
トヨタ紡織陸上部 連絡先☎

メルアド satoru.kasuya@toyota-boshoku.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 1⽉〜3⽉
愛知少年院ランニングクリニック&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。

概要・活動の狙い(自由記述)

【日時】①1⽉21日②1⽉25日③3⽉18日(予定)22日予備日
【開催場所】愛知少年院(愛知県豊田市)
【参加⼈数】25〜30⼈
【指導スタッフ】糟谷 悟
【活動の狙い等】少年院内の駅伝大会(3/18)に向けたランニング教室を実施。今年で5年連続5回目
となる継続的な活動、日常生活に必要な体力やスキルアップだけではなく、ルール遵守や協調性を
学んでもらう目的、駅伝大会に向けた走りの強化も目的としているため、厳しいトレーニングを実施。
③の駅伝大会に参加予定、糟谷選手1⼈対院生4チームで競争する(15㌔)
【内容】 jog⇒体操⇒動き作り⇒jog⇒400mインターバル

② 活動名 実施日/期間 2⽉14日
体力測定チャレンジ ■ 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)

【日時】2⽉14日(日)
【開催場所】ウェーブスタジアム刈谷(愛知県刈谷市)
【参加⼈数】定員600⼈
【指導スタッフ】糟谷 悟
【活動の狙い等】
・体力測定を行い、自身の体年齢や健康状況、運動能力を再確認する。
(刈谷市が行う体力測定、シャトルランの部門をサポートする)
【内容】10:00〜16：00測定補助。事前に参考動画を撮影。

③ 活動名 実施日/期間 3⽉12日
碧南市立日進小学校講演会 ■ 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。

概要・活動の狙い(自由記述)

【日時】3⽉12日(金)
【開催場所】碧南市立日進小学校(愛知県碧南市)
【参加⼈数】6 年生52名

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)

対価の有無*



【指導スタッフ】聞谷 賢⼈
【活動の狙い等】
・卒業を迎える6年生に、講師の話を聞き、自分の将来を考え、努力することの大切さなどを知る。
・講師と体を動かすことにより、スポーツへの興味関心を養う。
【内容】30分講演⇒30分ランニングクリニック

④ 活動名 実施日/期間 3⽉28日
刈谷陸上クリニック ■ 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)

【日時】3⽉28日(日)
【開催場所】ウェーブスタジアム刈谷(愛知県刈谷市)
【参加⼈数】30名(予定)
【指導スタッフ】5名参加予定
【活動の狙い等】
・中部実業団競技連盟所属選手による指導会を行い地域貢献に努める

【内容】走力でクラスを分け、マラソンに向けたペース走又は距離走のトレーニングを行う予定

対価の有無*



　１頁／５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 飯伊陸上競技協会主催大会 実施日/期間

コロナ感染症対策チーム派遣 ■ 無償

□ 報酬あり

◆ ８月８日（土）2020飯伊トラック競技記録会（飯田市陸上競技場）  主催：飯伊陸上競技協会

感染症対策・熱中症対策・スポーツ障害対応

中村賢太郎（看護師・日本陸連トレーナー）　平栗広大（保健師・看護師）

宮崎真衣奈（看護師）

大坪章男（日本陸連A級トレーナー/ファーストレスポンダー/国際救命救急協会）

② 活動名 令和２年度南信高校新人陸上競技大会 実施日/期間

コロナ感染症対策・熱中症対策 ■ 無償

医務員派遣 □ 報酬あり

◆ 令和２年度 南信高校新人陸上競技大会

医務主任；大坪章男（日本陸連A級トレーナー/ファーストレスポンダー/国際救命救急協会）

中村賢太郎（看護師・日本陸連トレーナー）　平栗広大（保健師・看護師）

宮崎真衣奈（看護師）

③ 活動名 第48回長野県中学校新人陸上競技大会 実施日/期間

南信大会 医務員派遣 ■ 無償

□ 報酬あり

◆ 第48回長野県中学校新人陸上競技大会南信地区大会

兼 第66回全日本中学校通信陸上競技大会 アシックスチャレンジカップ指定競技会・南信地区大会

　中村賢太郎（看護師・日本陸連トレーナー）　

報告チーム 飯田病院

最終締切日2月25日(木)

2021年2月22日

2020年度版　社会貢献活動報告書
(2020.4.1-2021.3.31)

監督；大坪 章男

090-1865-7813

fitwell.ootsubo@gmail.com

8月8日(土）

9月11日（金）～13日（日）

9月22日（火）

対価の有無

対価の有無

対価の有無

新型コロナ感染症の為、（一財）長野陸上競技協会主催・共催大会、地区陸上競技協会、支部陸上

競技協会主催大会が全て中止になる中で、飯田市陸上競技場で開催される大会・記録会について

飯田病院陸上競技部の看護師・保健師・トレーナーチームで会場での、健康チェックシートの受付確

認、検温、問診を綿密に行う安全対策を行なう事で大会・記録会開催を可能にした。

ガイダンスで医療関係者がいないと大会開催ができないため、高校体育連盟から病院に依頼があ

り、陸上部員を派遣し、感染症対策・熱中症対策・スポーツ障害対応を行なった。

中体連からの依頼で看護師（陸上競技部員）を派遣し、感染症対策・熱中症対策・スポーツ障害対応

を行なった。



　２頁／５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 令和２年飯伊秋季陸上記録会 実施日/期間

医務員派遣 ■ 無償

□ 報酬あり

◆ 2020飯伊秋季陸上記録会

医務員主任：中村賢太郎（看護師・日本陸連トレーナー）

　　　平栗広大（保健師・看護師）

⑤ 活動名 令和２年度長野県高等学校駅伝競走大会 実施日/期間

男子71回大会　女子32回大会　 ■ 無償

長野県予選大会　　医務員派遣 □ 報酬あり

　　　中村賢太郎（看護師・日本陸連トレーナー）

⑥ 活動名 2020年飯伊陸上トラック記録会 実施日/期間

医務員派遣 ■ 無償

□ 報酬あり

医務員主任：中村賢太郎（看護師・日本陸連トレーナー）

　　　平栗広大（保健師・看護師）　宮崎真衣奈（看護師）

10月10日（土）

最終締切日2月25日(木)

2021年2月22日

2020年度版　社会貢献活動報告書
(2020.4.1-2021.3.31)

監督；大坪 章男

報告チーム 飯田病院 090-1865-7813

fitwell.ootsubo@gmail.com

対価の有無

11月1日（日）

対価の有無

11月8日（日）

対価の有無

飯伊陸上競技協会の依頼で保健師・看護師等を派遣し、感染症対策・スポーツ障害対応を行なった。

令和２年度長野県高等学校駅伝競走大会（男子71回大会 女子32回大会）長野県予選大会に看

護師を派遣し、感染症対策・スポーツ障害対応を行なった。

2020年飯伊陸上トラック記録会に保健師・看護師等を派遣し、感染症対策・スポーツ障害対応を行

なった。



　３頁／５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。

⑦ 活動名 実施日/期間

長野県松川高等学校陸上競技部　コーチ ■ 無償

□ 報酬あり

⑧ 活動名 小学生陸上教室 実施日/期間

　長野県下伊那郡阿智村 ■ 無償

　NPO法人総合型地域スポーツクラブ □ 報酬あり

最終締切日2月25日(木)

2021年2月22日

2020年度版　社会貢献活動報告書
(2020.4.1-2021.3.31)

監督；大坪 章男

対価の有無

通年

対価の有無

報告チーム 飯田病院 090-1865-7813

fitwell.ootsubo@gmail.com

通年

長野県松川高校陸上競技部コーチ （対象者：12名）

学校・ＰＴＡから委嘱状をもって正式依頼。前月中旬までに活動予定表を提出して確認を受ける。

・月曜日から土曜日までの指導

・大会・遠征は帯同

・日曜日は、大会が無い時は、県教育委員会の指示で活動無し

指 導 者 ：大坪 章男（飯田病院陸上競技部監督）

指導資格：日本陸連公認コーチレベル４

日本陸連A級トレーナー

日本スポーツ協会スポーツプログラマー

オリンピック代表 田中秀夫選手 / バルセロナオリンピック50ｋｍ競歩代表 園原健弘選手 出身の村

◆総合型地域スポーツクラブ設立から16年、2019年度にNPO法人として活動

◆小学生陸上教室を毎週月曜日19時30分～20時45分まで行う

◆会場は、阿智中学校体育会社会教育スポーツスペース

（１周１５２ｍ周回コースとトレーニングスペース）を使用

◆対象者：小学生

野球・サッカー・バレーボール・ソフトテニス・柔道のクラブに所属する小学生も参加している。

中学校 に進学してから専門の部活動に入部していくので、陸上競技の基礎的な動きを指

導する事で、専門種目に活かせる様に指導。

高校野球強豪校へ進学、県外バレーボール（女子）強豪校へ進学、陸上競技北信越大会

入賞する選手が出ている。

指 導 者 ：大坪 章男（飯田病院陸上競技部監督）

指導資格：日本陸連公認コーチレベル４

日本陸連A級トレーナー

日本スポーツ協会スポーツプログラマー



　４頁／５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。

⑨ 活動名 基礎トレーニング教室 実施日/期間

　長野県下伊那郡阿智村 ■ 無償

　NPO法人総合型地域スポーツクラブ □ 報酬あり

⑩ 活動名 阿智村ランニング講習会 実施日/期間

　主催；阿智村公民館/体育協会 ■ 無償

　NPO法人総合型地域スポーツクラブ □ 報酬あり

最終締切日2月25日(木)

2021年2月22日

2020年度版　社会貢献活動報告書
(2020.4.1-2021.3.31)

監督；大坪 章男

対価の有無

９月７日（月）

対価の有無

報告チーム 飯田病院 090-1865-7813

fitwell.ootsubo@gmail.com

通年

中高年齢者に対し、トレーニングの基礎を伝え実践する事で、年齢に見合った動き作りを行い、

健康増進に活用する。

中学生・高校生には、競技力向上のためのトレーニングプログラムを行う。

◆対象者：成人・高校生・中学生

指 導 者 ：大坪 章男（飯田病院陸上競技部監督）

指導資格：日本陸連公認コーチレベル４

日本陸連A級トレーナー

日本スポーツ協会スポーツプログラマー

安全対策：国際救命救急協会救命士

健康づくりのため、発育発達に必要な動きつくりからのランニング講習

◆対象者；小学生から成人

指 導 者 ：大坪 章男（飯田病院陸上競技部監督）

指導資格：日本陸連公認コーチレベル４

日本陸連A級トレーナー

日本スポーツ協会スポーツプログラマー

安全対策：国際救命救急協会救命士

JPTEC協会ファーストレスポンダー

講習助手：宮澤 香音（下伊那農業高陸上部 走幅跳・三段跳）

田中 里歩（松川高陸上部 ４００ｍ ４００ｍＨ）



　５頁／５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。

⑪ 活動名 実施日/期間

　　　飯田病院精神科デイケア　運動指導 ■ 無償

　 □ 報酬あり

最終締切日2月25日(木)

2021年2月22日

2020年度版　社会貢献活動報告書
(2020.4.1-2021.3.31)

事務局企画課　矢澤　真彦

対価の有無

報告チーム 飯田病院 0265-22-5150（代）

masashiko.yazawa@iida.or.jp

通年

精神科デイケアに通う患者さんに対し、週１回運動指導をおこなう。

有酸素運動＋筋力トレーニングの組み合わたプログラムを実施し、

定期的に体組成測定をおこなうことで、効果を確認する。

◆対象人数 ： ５名

糖尿病罹患者、BMIが肥満に属している方の中で、

運動に対して意欲的な方々



  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 南澤 明音
松本土建株式会社 連絡先☎ 0263-47-9300

メルアド minamisawa@matsumotodoken.ne.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 通年
skIp まつもと陸上教室 ☑ 無償

□ 報酬あり

「かけっこが速くなりたい」「走ることが好き！」「運動は苦手だけど何かやってみたい」
そう思っている子向けの教室です。

対象者： 小学生・中学生
対象人数：各20人程度
実施内容：季節、対象者に合わせた内容

レクリエーション
タイム測定
道具を使用した動き作り
種目練習 など

② 活動名 実施日/期間
梓川中学・波田中学合同練習会 ☑ 無償

□ 報酬あり

学校の働き方改革を踏まえた部活動改革事業 への参加

対象者： 梓川中学・波田中学 1年生〜2年生
対象人数：40人程度
実施内容：ウォーミングアップ

道具を使用した動き作り
種目別練習
メディシンボールを使用した補強
クールダウン

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年2月24日

2020年12月19日



  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。

【実施背景】 例年開催していた訪問型陸上教室がコロナの影響により、中止せざる得ない状況。
田原市役所に企画提案し、映像を事前に撮影し、市内の小学校にDVDを配布した。

【開催日】 2020年5月（2013年から実施・今回で7年目）

【対象者】 愛知県 田原市内の小学校

【取組み】 自宅でも出来る簡単なトレーニング紹介

【補足】 関係者から好評だったため、チームの公式YouTubeにも投稿し、
誰でも閲覧できるようにもした。

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)
*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。

【実施背景】 弊社東京本社が所在する東京都文京区からの依頼で、陸上教室の開催を予定。
東京含め緊急事態宣言の発動により開催が難しくなり、動画撮影での対応に切り替えた

【開催日】 2021年2月

【対象者】 東京都文京区⺠

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)

2月24日

トヨタ自動車 ０９０−１９７８−０８３４
辻 大和

hirokazu_tsuji@yahoo.co.jp

コロナ渦での陸上教室
2020年5月〜

コロナ渦でのランニングクリニック
2021年2月〜



【取組み】 初心者向け・中上級者向けのランニングクリニック
文京区⺠限定の動画配信サイトで閲覧してもらう。



  1／1  枚中の
連盟事務局経由連合事務局あて 報告日 2021.2.25

記入者名 伊藤公一
デンソー 連絡先☎ 090-7863-0043

メルアド Ki51110@outlook.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
第⼆回デンソーカップ⻑距離選⼿権 ◼ 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。

▼目的
三重陸協さんと共催で、三重県の⻑距離種目の「普及・育成・強化」を目的として実施

▼対象（人数）
中・高校生（一般選⼿も可）：総勢600名（第一回の2倍程度の参加人数となった）

▼種目
女子：1500m,3000m 男子：1500m,3000m,5000m
→デンソーの選⼿は、女子レースのペースメイクを担当

▼今後の取り組み
⻑距離未開の地「三重」(女子)において、一定のレベルアップが確認できるまで継続していきたい
目標は、都道府県女子駅伝入賞
また、東海地区まで範囲を広げ、ジュニア選⼿のレベルアップの一翼を担いたい

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)

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)



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

*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・人数】
・当社近辺在住の小学生：3名

【活動内容・目的】
・当社グラウンドを開放し、より良い練習環境を提供する事で競技力向上を目指す。
  当社選手とは同時刻にトレーニングを開始し、選手のトレーニングの様子や走るフォーム等を
  間近で体感する事で競技への姿勢、競技力向上にも役立ててもらう。

※コロナ対応として、人数を3名に限定、手指消毒、検温、ソーシャルディスタンスの実施

【成果】
第34回愛知健小学生陸上競技選手権 2020年11月3日 パロマ瑞穂スタジアム
男子5年生：走幅跳優勝 男子6年生：走幅跳優勝、3位

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)

2021/2/12

(株）豊田自動織機
冨成 仁

090-8734-4187
hitoshi.tominari@mail.toyota-shokki.co.jp

練習環境の向上

2020/4〜 毎週⼟曜日



  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 2020年12月7日（月）
藤枝保育園陸上教室 ■ 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。
狙い：運動する事、身体を使うこと。走る事に興味を持たせること。
対象：保育園児 年⻑組（１・２組）４０名ほど
指導者：監督とケニア選手1名（Philemon）
時間：１０時００分〜１１時００分
内容：ラダーを使っての運動（ケンケンやジャンプ）、ボールを使用してのランニング
   直線ダッシュやチームリレー等を実施。
   ケニア選手の速さを見せる。
工夫した取り組み：興味を持たせるように、ラダーやボールなども使用した。

② 活動名 実施日/期間 2021年3月7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。

概要・活動の狙い(自由記述)
狙い：基本となる走る事への関心を高める。スポーツ振興による地域の活性化を図る。
   心身を向上させる機会を与え、出来ないことを出来る喜びにする教育的要素を取り入れる。
対象：小学生８０名(大府市在住)
指導者：陸上部選手 ５名、スタッフ ３名
時間：１０時００分〜１１時００分
内容：ランニング前の動き作り（動的ストレッチ）
   ランニングに繋がる、筋トレ
   全員でリレー

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)

愛三工業
井幡 政等

090-7959-8089
masatoshi_ibata@aisan-ind.co.jp

2021年2月25日

エニスポ大府市ランニング教室

愛三工業陸上競技部

mailto:masatoshi_ibata@aisan-ind.co.jp


工夫した取組み：コロナ対策の為、例年よりの蜜を避けて実施

③ 活動名 実施日/期間 2021年3月13日（土）
■ 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)
狙い：基本となる走る事への関心を高める。スポーツ振興による地域の活性化を図る。
   心身を向上させる機会を与え、出来ないことを出来る喜びにする教育的要素を取り入れる。
対象：小学生１００名(大府市・東浦町在住)
指導者：陸上部選手 １２名、スタッフ ３名
時間：９時００分〜１１時００分
内容：ランニング前の動き作り（動的ストレッチ）
   ランニングに繋がる、筋トレ
   マラソン大会
工夫した取組み：コロナ対策の為、野外で実施

④ 活動名 実施日/期間 2021年3月14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。

概要・活動の狙い(自由記述)
・基本となる走る事への関心を高める。
・心身を向上させる機会を与え、出来ないことを出来る喜びにする教育的要素を取り入れる。
・スポーツ振興による地域の活性化を図る。
・有名選手をゲストとして招待し、会場を市川町のリフレッシュパーク市川で
開催することにより、本施設での合宿誘致を目指し、施設の使用促進を図る。

ゲスト選手：山口 浩勢（愛三工業）、楠 康成（阿見アスリートクラブ）
 井幡 政等（愛三工業）

MC：小林 直生（日本選手権出場）
時間：１３時３０分〜１５時００分
対象：町内小学生・中学生（５０人）
内容：陸上競技における基本的な動きづくり、サーキット、ジョギング
   質疑応答、記念撮影、サイン会

対価の有無*

対価の有無*

大府市東浦町ランニングイベント

市川陸上教室



　　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 両角明彦

中央発條陸上部 連絡先☎ ０９０－７９５８－６７８２

メルアド touch_1003_39@yahoo.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 5月10日、6月9日、6月24日

お笑い×スポーツ　いじめ防止講演 ■ 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。

概要・活動の狙い(自由記述)

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*

『お笑い×スポーツ』いじめ防止講演！！
よしもと芸人とコラボしたオンラインによるいじめ防止活動を実施

対象 子ども、子どもを持つ親、教育関係者、その他

人数 ６００名程度

内容 よしもと芸人であり、いじめ防止活動家のオレンジ田中氏とイン

スタライブを使ったいじめ防止講演を実施。

『いじめはダメ』という直接的な切り口ではなく、「競技」「や

りがい」「挫折」「応援」などをテーマとしたエピソードトーク

を中心とした内容

狙い いじめる子、いじめられる子の共通点は自己肯定感の低さと言われている。

笑いを交えながらも、真面目にテーマに向き合い、スポーツを通じた達成感やや

りがい、仲間作り、夢などに触れ、スポーツを通じていじめの減少や、いじめら

れている子への救い、いじめに対する当事者意識に繋げたい

１

２
異業種の方とコラボすることにより、陸上競技に興味がない層、知らない層と交

流ができる。そういった層に陸上競技の存在や競技の楽しさを知ってもらい、陸

上ファンの裾野を広げる

日程 ① 5月10日 出演：オレンジ田中（よしもと）、陸上部スタッフ

② ６月９日 出演：オレンジ田中（よしもと）、陸上部スタッフ

③ ６月２４日 出演：オレンジ田中（よしもと）、堀島有紗（スキーモーグル）

陸上部選手・スタッフ

成果 「前向きになれた」「レースを観に行きたくなった」「コロナ禍で落ちた気持ち

が上向いた」など、温かい声を頂いた。そして、私たち自身がスポーツの持つエ

ネルギーを改めて知り、いじめに対する問題意識を持つ事が出来た

mailto:touch_1003_39@yahoo.co.jp

