
  

 

 

 

令和３年度ブロック別総合型地域スポーツクラブミーティング開催 

 

 

総合型地域スポーツクラブ関係者同士やクラブ関係者と行政担当者及び 

スポーツ推進委員の交流する機会をもつことで、情報交換や連携強化を 

促進し、クラブの安定した運営と定着に向けた一助とします。 
  

主  催 三重県、公益財団法人三重県スポーツ協会（ＳＣみえネットワーク）    

開催地域 ■北ブロック   （桑名市、いなべ市、四日市市、鈴鹿市、亀山市、木曽岬町、東員町、 

菰野町、朝日町、川越町） 

     ■南勢志摩ブロック（伊勢市、鳥羽市、志摩市、玉城町、度会町、南伊勢町、大紀町） 

     ※日程等の都合上、参加対象となっているブロックのミーティングに参加できない場合は、 

他ブロックのミーティングに参加することが可能です。 

日  時 ■北ブロック    令和３年１１月２６日（金）１８：３０～２１：００ 

会  場           四日市市総合体育館 大会議室 

               （四日市市日永東１丁目３－２１） 

     ■南勢志摩ブロック 令和３年１１月３０日（火）１８：３０～２１：００ 

               三重交通Ｇ スポーツの杜 伊勢 控室３・４ 

               （伊勢市宇治館町５１０） 

参加対象 県内総合型地域スポーツクラブ関係者 

     総合型地域スポーツクラブ設立準備委員会関係者 

     各市町スポーツ推進委員 

     各市町生涯スポーツ担当者 等 

 

 

 

 

 

 

内  容 ①登録・認証制度について（総合型地域スポーツクラブ向け、市町担当者向け） 

     ②ＳＮＳ使い方講座 

     ③情報交換会（コロナ禍におけるスポーツ活動について） 

     ④事務連絡（ＳＣみえネットワーク、みえ広域スポーツセンター） 

本事業は「スポーツ振興くじ 

助成」を受けて実施しています 

三重県新型コロナウイルス感染者数 

14,777件(１０月２６日時点) 
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※各クラブで、スポーツ教室を実際に担当している指導者（スタッフ）の方には 

特に積極的なご参加をお願いします。 

※登録・認証制度について、市町担当者向けの説明会も兼ねておりますので、 

各市町の総合型クラブ担当者様は出席をお願いします。 

新型コロナウイルス感染症のため延期した北ブロック、南勢志摩ブロックの 

総合型地域スポーツクラブミーティングを開催します！ 



問合せ先 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 

     みえ広域スポーツセンター 

     〒514-8570 津市広明町 13 

     TEL：059-224-2986   FAX：059-224-3022 

 E-mail：m-kouiki@pref.mie.lg.jp 

 

 

みえのスポーツ応援隊 ボランティア募集のお知らせ 

〈第４６回日本ハンドボールリーグ三重大会〉 

日  時 令和３年１１月１３日（土）１０：３０～１８：００ 

会  場 員弁運動公園体育館（いなべ市員弁町楚原 936） 

募集人数 ８名 

活動内容 ①大会運営全般 ５名（活動時間 10：30～18：00） 

     ②来場者受付  ３名（活動時間 10：30～15：00） 

服  装 動きやすい服装、体育館シューズまたはスリッパ 

申込方法 参加申込書に必要事項を記入し、みえ広域スポーツセンターまでメール、FAXでお申し込み

下さい。また、TELでも受付けます。 

     参加申込書（PDF）http://www.pref.mie.lg.jp/common/content/000982274.pdf 

          （word）http://www.pref.mie.lg.jp/common/content/000982275.docx 

申込期限 令和３年１１月２日（火） 

そ の 他 ・昼食が支給されます。 

     ・来場者受付は、２試合開催されますので、２試合目の前半までの予定です。 

大会運営全般は、来場者受付・会場内消毒作業・撤去作業等です。 

     ・１試合目が三重バイオレットアイリスの試合です。試合後半はぜひ試合を観戦していただき、

バイオレットの応援をお願いします。 

問合せ先 みえ広域スポーツセンター 

     〒514-8570 津市広明町 13 

TEL：059-224-2986  FAX：059-224-302  E-mail：m-kouiki@pref.mie.lg.jp 

 

 

 

 

 

 

  

公益財団法人日本生命財団による助成 

〈児童・少年の健全育成助成〉 
 

対象団体  次の要件を満たしている民間の団体（法人格の有無は問わない）を対象とします。 

      ①申請時点で設立後１年以上の活動実績がある団体 

みえ広域スポーツセンター 
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      ②常時１０名以上の構成員がいる団体 

       ただし、「子育て支援活動」「療育支援活動」を行う団体は、活動の対象となる児童・

少年の延べ人数を含めます。 

      ③構成員の半数以上が１８歳未満の児童・少年である団体 

       ただし、「子育て支援活動」「療育支援活動」「フリースクール活動」を行う団体には、

この要件を適用しません。 

      ④少なくとも月１回以上を目処として定例活動を行っている団体 

      ⑤助成により購入した物品を直接・継続的に活用し管理できる団体 

対象活動  次代をになう児童・少年が健やかに育っていくために、定期的に継続して行っている次の

ような活動を対象とします。 

      ①自然と親しむ活動 

      ②異年齢・異世代交流活動 

      ③子育て支援活動 

      ④療育支援活動 

      ⑤フリースクール活動 

対象物品  対象活動を継続的に展開するにあたって、その活動になくてはならない直接活用物品で、

子どもたち自らが主体的・継続的に共有して活用する物品とします。 

      ただし、上記に準じ、対象活動を安全・円滑に実施するために必要な物品も対象とします。 

金  額  １団体３０万円～６０万円（物品購入資金助成） 

      ※物品購入総額が６０万円を超える場合は、総額に占める申請額の割合が６割以上である

ことが必要です。 

締 切 日  令和３年１１月１５日（月）必着 

申請方法  所定の申請書に必要事項をご記入のうえ、下記提出先へご提出ください。 

      申請書は日本生命財団のホームページからダウンロードできます。 

      http://www.nihonseimei-zaidan.or.jp/jidou/xlsx/2022_jidou_shinsei.xlsx 

提 出 先  三重県 子ども・福祉部 少子化対策課 

      〒514-8570 津市広明町 13   TEL：059-224-2269 

 

〈生き生きシニア活動顕彰〉 
 

対象団体  高齢者が主体となり、長きにわたり継続して月１回以上の地域貢献活動に取り組んでおり、

今後とも安定した活動が見込まれる民間の団体（法人格の有無は問わない） 

対象活動  ①高齢者による児童・少年の健全育成活動 

      ②高齢者による障がい者支援活動 

      ③高齢者による高齢者支援活動 

      ④高齢者による地域づくり活動 

金  額  １団体５万円 

締 切 日  令和３年１１月１５日（月）必着 

申請方法  所定の申請書に必要事項をご記入のうえ、下記提出先へご提出ください。 

      申請書は日本生命財団のホームページからダウンロードできます。 

http://www.nihonseimei-zaidan.or.jp/ikiiki/xlsx/2022_ikiiki_shinsei.xlsx 
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提 出 先  三重県 医療保健部 長寿介護課 

      〒514-8570 津市広明町 13   TEL：059-224-3327 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公益財団法人ライフスポーツ財団による助成 

〈ライフキッズスポーツクラブ〉 

プログラム内容  幼児の発達段階にあわせた身体運動であり、バランス・調整力・リズム感・創造性等の発

育を促しながら、楽しく活動できるものとする。（スキルの習得や単一種目の活動になら

ないこと）また、親子のふれあいを大切にし、親子で運動やあそびに親しむ機会となる内

容であること。 

団体概要  「キッズスポーツインストラクター資格」における「トップインストラクター」資格を有

する者が所属をする、営利を目的としない組織、団体、法人とする。また次の要件を満た

す団体とする。 

      １．ライフスポーツ財団資格を有する者が２人以上含まれる４人以上の組織団体。 

２．次のア～ウの条件に当てはまる団体。 

ア． 市区町村において子どもスポーツ活動、地域スポーツ活動及び子ども文化活動を

推進するために積極的に取組んでいること。 

イ． 団体の活動と運営が、定期的、計画的、組織的に行われており、活動歴等ライフ

スポーツ財団が必要と認めたとき、その内容を提示できること。 

ウ． 原則として上記の趣旨を担う活動領域で、３年以上の活動歴をもつこと。 

      ３．その他、ライフスポーツ財団の理事長が認めた団体。  

      ※キッズスポーツインストラクター資格取得規定は下記 URLをご覧ください。 

https://www.lsf.or.jp/wp/wp-content/uploads/2021/06/R4LK交付規定.pdf 

申請期限  令和３年１１月１日（月）～令和３年１２月１０日（金） 

助成限度額  新規事業は２０万円、継続事業は４０万円 

問合せ先  公益財団法人ライフスポーツ財団 

〒564-0063 大阪府吹田市江坂町 1-23-43 ファサード江坂ビル７階 

TEL：06-6170-9886  FAX：06-6170-9887  E-mail：info@lsf.or.jp 

（土日祝日を除く 9：15～18：00） 

 

 

ニッセイ財団 

【問合せ先】 

公益財団法人日本生命財団 助成事業部 

〒541-0042 大阪市中央区今橋３丁目１番７号 日本生命今橋ビル４階 

TEL：06-6204-4014   FAX：06-6204-0120 

HP：http://www.nihonseimei-zaidan.or.jp/ 

ライフスポーツ財団 
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～元気アップ・リーダー養成～ 

チャレンジ・ザ・ゲーム普及審判員養成研修会 

 

 

 

主  催  三重県、一般社団法人三重県レクリエーション協会 

日  時  令和 3年１１月２３日（火祝）９：００～１２：００（受付８：30～） 

場  所  三重県総合文化センター リハーサル室 

講  師  チャレンジ・ザ・ゲーム認定員 

参 加 費  無料 

      ※元気アップ・リーダー登録無料、テキスト代５００円 

対 象 者  １７歳以上で、スポ・レクに関心のある方、総合型地域スポーツクラブに関わっている方、

地域活動を行っている方 

持 ち 物  運動のできる服装、マスク着用 

申込方法  参加申込書に必要事項を記入のうえ、三重県レクリエーション協会事務局までメール、 

ＦＡＸいずれかの方法でお申込みください。 

締 切 日  令和 3年１１月１５日（月） 

そ の 他  本研修会は、レクリエーション資格取得のために必要な科目「個々の活動の習得」となります。 

問合せ先  一般社団法人三重県レクリエーション協会事務局 

      〒514-0002 津市島崎町 3-1 三重県島崎会館 

      TEL：059-246-9800  FAX：059-246-9801  E-mail：mie-rec@ztv.ne.jp 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪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。 

三重県レクリエーション協会 

【発行】  

        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：http://www.pref.mie.lg.jp/D1SPORTS/73545045197.htm 

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

チャレンジ・ザ・ゲームには、運動が苦手な人でも楽しく体が動かせて、仲間

とのコミュニケーションも深まる種目がたくさんあります。普及審判員が２人

いると、いつでもどこでも全国大会（日本協会へ記録申請）が開けます。 
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