
 
 令和元年度第２８号（第２８５号） 

発行日：２０２０年３月１８日 

 

 

■2020 年度「第 14 回スポーツ教材の提供」 

実施団体 公益財団法人ヤマハ発動機スポーツ振興財団 

 

目  的 身体の神経が急速に発達する幼少期に、体を動かすことの楽しさを知り好きになっても

らうため、子どもたちが「体を動かすさまざまな活動」に参加するきっかけづくりとし

て、教材を提供し活用してもらう。 

 

対象団体 「子どもたちがスポーツを楽しみ、好きになるような取り組み」を計画している 

120 団体 

     ※小学生以下の児童・幼児が所属する団体（保育園・幼稚園・認定こども園、小学校、 

特別支援学校、児童養護施設、児童クラブ、教育委員会、体育協会、スポーツ少年 

団・クラブ・スクール等、スポーツに取り組む団体） 

 

提供教材 ①サッカーボール   60 団体（いずれかのサイズをお選びください） 

     ・adidas ツバサ ルシアーダソフト（3 号軽量球）5 個×30 団体 

     ・adidas ツバサ ジュニア 290  （4 号軽量球）5 個×30 団体 

     ②タグラグビーセット 60 団体 

     ・ギルバート タグボール（4 号球）4 個＋タグベルト（ジュニア）20 組×60 団体 

 

 

 

 

 

 

申請方法 ホームページの「スポーツ教材申請フォーム」に入力のうえ申請してください。 

     （https://www.ymfs.jp/） 

 

募集期限 2020 年４月 20 日（月）まで 

 

問合せ先 公益財団法人ヤマハ発動機スポーツ振興財団 

     〒438-8501 静岡県磐田市新貝 2500 

     TEL：0538-32-9827 FAX：0538-32-1112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 〖助成事業のお知らせ〗 

詳しくは、公益財団法人ヤマハ発動機スポーツ振興財団の WEB ページをご覧ください。 

https://www.ymfs.jp/ 

https://www.ymfs.jp/
https://tokowaka.pref.mie.lg.jp/
https://www.ymfs.jp/
https://www.ymfs.jp/


■第 19 回トム・ソーヤースクール企画コンテスト 
 

実施団体  公益財団法人安藤スポーツ・食文化振興財団 

 

内  容  小中学生が概ね 10 人程度参加する、自然の中での体験活動であれば、ジャンルは問

いませんが、ユニークさと創造性にあふれ、高い教育効果が得られる活動とします。 

他の助成金や支援を受けている企画でも応募できます。 

例）自然体験、地域交流、環境教育、史跡探訪、自然探検、ｱｳﾄﾄﾞｱｽﾎﾟｰﾂなど 

目的が明確であり、子どもたちの健全な心身の育成に寄与するもの。 

 

対象団体  

【学校部門】小学校・中学校または、小中学校より委託・協力・協働等によって当該活動を主催 

する団体。 

小学校、中学校において授業や課外活動の一環として行われる活動で、小中学生が 

各回概ね 10 名程度が参加する企画で、学校長の承認を受けたもの。 

【一般部門】定款・規約等が整備され、組織としての形態を有し、当該活動を主催する団体。 

      小中学生が各回概ね 10 名程度が参加する企画であること。 

 

応募方法  所定の応募用紙に必要事項を記入し、フォーマットに記載されている応募団体の 

概要がわかる必要書類を同封の上、事務局宛に郵送で提出してください。応募用紙は、 

ホームページ「自然体験.com」（http://www.shizen-taiken.com/）から 

ダウンロードすることが出来ます。 

 

応募期限  2020 年 5 月 18 日（月）まで 

 

支 援 金  学校、一般の両部門から 50 団体を選考し、実施支援金として各 10 万円を贈呈し 

ます。なお、応募いただいた全ての団体には、参加賞としてチキンラーメン１ケース 

（30 食）をお送りいたします。 

 

表  彰  支援 50 団体の実施報告書により、次の表彰をします。 

【学校部門】文部科学大臣賞 １校（団体） 副賞 100 万円、チキンラーメン１年分 

      優秀賞     １校（団体） 副賞 50 万円、チキンラーメン半年分 

【一般部門】安藤百福賞    １団体    副賞 100 万円、チキンラーメン１年分 

優秀賞        １団体    副賞  50 万円、チキンラーメン半年分 

【推奨モデル特別賞】              副賞  30 万円、チキンラーメン半年分 

【トム・ソーヤー奨励賞】         副賞  20 万円、チキンラーメン半年分 

【努力賞】                        副賞  10 万円、チキンラーメン 3 ヵ月分 

 

問合せ先  公益財団法人 安藤スポーツ・食文化振興財団 

      トム・ソーヤースクール企画コンテスト事務局 

      〒563-0041 大阪府池田市満寿美町 8-25 

      TEL：072-752-4335 FAX：072-752-2473 

      E-mail：h.mokuo@ando-zaidan.jp 

 

 

 

 

 

 

詳しくは、公益財団法人安藤スポーツ・食文化振興財団のＨＰをご覧ください。

http://www.shizen-taiken.com/ 

http://www.shizen-taiken.com/
h.mokuo@ando-zaidan.jp
http://www.shizen-taiken.com/
http://www.shizen-taiken.com/


 

■一般社団法人府中スポーツクラブ 

①「健康体操」②「ジュニア３B 体操」 

日  時 ① ：毎週水曜日、10:00～11:00 

 第２・４水曜日、20:00～21:30 

     ② ：毎週金曜日、17:30～19:00

会  場 ①②：伊賀市府中地区市民センターホール 

対  象 ① ：中学生～高齢者 ②幼児～小学生 

募集人数 ①②：各２０人 

持 ち 物 ①②：軽装、上靴、タオル、飲み物 等 

お勧めポイント 

      健康体操・３Ｂ体操は、「遊びの要素」「気軽に」「体に無理なく」をキーワードに、

老若男女問わず、誰でも楽しめるように考案された体操です。ボール、ベル、ベルタ

ーといった用具を使用することで、しっかりとした健康効果が期待できます。「体を

動かしたいけど、激しい運動は・・・」とお悩みの方にお勧めです。 

 

連 絡 先 一般社団法人府中スポーツクラブ事務局 

      〒518-0014 伊賀市西条１１５－２  

府中地区市民センター内 

      TEL / FAX：０５９５－２３－３０２７ 

      E-mail：isz6kcji@yk.commufa.jp 

 

 

 

■特定非営利活動法人 ビバ・橋北 

◎「ダンベル体操教室」 

日  時 毎週水曜日 １９：１５～２０：３０ 

会  場 橋北交流会館 ３階交流施設第４会議室または１階地域活動室 

対  象 高校生以上 

参 加 費 （会員）５００円／１回 （非会員）６００円／１回 

持 ち 物 ヨガマット（貸出あり）、飲み物、タオルなど 

内  容 ダンベルを使った体操・腹筋運動や身体をほぐす運動 

お勧めポイント 

      普段使っていない筋肉を使い、体幹部を鍛え、肩甲骨を使うことで、血液の巡りも良

くなり、健康な身体づくりをすることが出来る。 

 

連 絡 先 特定非営利活動法人 ビバ・橋北事務局 

      〒510-0025 四日市市東新町 26-32 橋北交流会館敷地内 

      TEL：080-4840-9775 FAX：059-344-3505 

      E-mail：vivakyouhoku@yahoo.co.jp 

      WEB：http://www.vivakyohoku.jp/ 

 

 

 

 

 

 〖総合型地域スポーツクラブ 教室のお知らせ〗 

mailto:isz6kcji@yk.commufa.jp
http://vivakyohoku.jp/
mailto:vivakyouhoku@yahoo.co.jp
http://www.vivakyohoku.jp/


■いすずウキウキクラブ 

◎お兄さん・お姉さんとのふれあい教室  

日  時  第２･４日曜日 ９：００～１１：００

会  場 修道小学校 体育館 

対  象 主に小学生（年長や保護者の参加も可） 

参 加 費 （会員）無料，（会員外）300 円／回 

持 ち 物 上靴、タオル、水分など 

内  容 のみなさんが、子ども達の要望を聞きながら 

鬼ごっこなどの を中心に行う教室 

お勧めポイント 

     学生の皆さんが子ども達と楽しくふれあい、一緒になって走り回ってくれるので、 

子どもたちはいきいきしています。 

 

 

 

 

 

 

◎英語でスポーツ教室（新規教室） 

日  時  第１･３土曜日 １０：００～１１：３０

会  場 進修小学校 体育館 

対  象 主に小学生（年長や保護者の参加も可） 

参 加 費 （会員）無料，（会員外）300 円／回 

持 ち 物 上靴、タオル、水分など 

内  容 学校のＡＬＴや市内で働いている外国人が、 

英語を話しながらスポーツを行う教室 

お勧めポイント 

     外国人とふれあえることで、英語の習得や国際化・異文化の理解、 

積極性を育むことができます。 

 

連 絡 先 いすずウキウキクラブ事務局 

      〒516-0014 伊勢市楠部町乙 572-1 

      TEL：０９０－２３４９―６２５４ 

      WEB：http://www.isuzuukiuki.com/ 

 

 

 

 

 

 

http://www.isuzuukiuki.com/
http://www.isuzuukiuki.com/


 

 

  

 

 

◆三重県クラブアドバイザー派遣事業 

◎総合型地域スポーツクラブ訪問（アドバイザー派遣） 

      ○アドバイザー派遣日数（回数） ３５日（３９回） 

       ・設立済みクラブ         ２７日（３１回） 

       ・設立準備委員会等         ４日（ ４回） 

       ・未育成市町            ４日（ ４回） 

◎ブロック別総合型地域スポーツクラブミーティング（県内５グロック） 

       ○派遣日数            ５日 

      ◎(公財)日本スポーツ協会主催クラブアドバイザーミーティング派遣（東京都） 

       ○派遣日数            ２日 

 

     ※次年度も、県内総合型地域スポーツクラブ支援の中核として取り組んで参ります。 

 

     ◆みえ広域スポーツセンターだより 
      ◎発行数 ２８号 

 

      ◆地域スポーツ・レクリエーション指導者養成事業 
      ◎ニュースポーツセミナー  １１講座 

      ◎資質向上のためのセミナー １０講座 

 

      ◆みえのスポーツ応援隊（スポーツボランティア） 

      ◎派遣イベント件数（日数）  ２３件（３０日） 

      ◎派遣隊員数（延べ）    １１９人 

 

     ※次年度も、総合型地域スポーツクラブの発展、地域スポーツの推進に向け、 

取り組んで参ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        三重県地域連携部 国体・全国障害者スポーツ大会局 スポーツ推進課内 
        〒514-8570 津市広明町１３番地（本庁２階） 
        TEL：059-224-2986 FAX：059-224-3022 

       E-mail：m-kouiki@pref.mie.lg.jp 

WEB：  

Facebook：https://www.facebook.com/mie.kouiki.sc/ 

QR コードはこちら↓ 

〖令和元年度 みえ広域スポーツセンターの取組〗 

≪スポーツくじ(toto・BIG)について≫ 

スポーツくじ(toto・BIG)は、子どもからお年寄りまで誰もが身近にスポーツに親しめる環境整備や、

国際競技力向上のための環境整備など、新たなスポーツ振興政策を実施 

するため、その財源確保の手段として導入されたものです。 
 

みえ広域スポーツセンターは、toto助成によりクラブアドバイザーを派遣し、 

総合型クラブの創設から自立・活動までを支援しています。 

スポーツ振興くじ助成 
を受け実施しています。 

mailto:m-kouiki@pref.mie.lg.jp
http://www.pref.mie.lg.jp/D1SPORTS/73545045197.htm
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