社会人スポーツ活性化セミナーin長岡

アスリートが企業や地域で活躍する！

１５

新潟県社会人スポーツ推進協議会協賛金事業「社スポサポーター制度」
のひとつとして、長岡市・上越市を中心に開催しています。
①アスリート採用企業のスポーツを通じた地域貢献の取組について講演
②アスリート採用企業とアスリートによる事例発表
③新潟県内での就職を希望するアスリートとの交流の場の提供 等

名

・将来を担うアスリート人材に会いたい
・新潟県をスポーツで盛り上げたい
・会社や地域をもっと元気にしたい
・新潟のアスリートを応援したい
・アスリートの採用に関心がある

H27～H30アスリート新潟県内民間企業採用実績数

企業代表・人事担当者の皆様
スポーツによる未来を
アスリートと共に
考えませんか！

52社
H31アスリート採用
検討企業数＊

アイスホッケー選手は
働きながら夜間に練習し
74冬季国体ベスト16に！

※昨年度民間企業に６名内定！

【ぜひお申込みを！】

栗山昂繁さん （株）シアンス
営業として活躍しラグビー競技で
も国体出場や指導を続ける！

アスリート支援による企業の成長と地域貢献

講 演

～あいおいニッセイ同和損保のスポーツ支援とスキー指導者としての視点～
【主な所属選手】
マラソン 川内優輝 選手
競 泳 青木智美 選手
車いすバスケットボール
秋田啓 選手

講 師 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 経営企画部
スポーツチームリーダー 早稲田大学スキー部 前監督

交流会

倉田 秀道

氏

“新潟で就職を希望するアスリートが集結”

アスリート自己アピール＆参加者交流会
直接アスリートや講師、参加者と対話ができる貴重な機会です！
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日 時

令和元年

７月 ２日（火）

受付：午後１時 開会：午後１時 30分
閉会：午後４時 30分
会 場

長岡市さいわいプラザ
長岡市幸町2-1-1 TEL 0258-35-1122

申 込

裏面の申込用紙にご記入の上、FAXか下記
Eメールにてお送りください。（※事前申込制）

その他
定員：60名 （企業・一般 5０名 アスリート 10名）
対象者
・企業経営者・採用ご担当者様
参加費
無 料
・アスリートを応援する一般の皆様
・アスリート（大学生、大学院生、社会人）
なお、アスリートは「アスリートワークカフェ」（右側参照）
に参加できます。お問合せ下さい。
主
催
共
催
後援（予定）

倉田 秀道 （くらた ひでみち） 氏
1961年8月生まれ 千葉県出身
早稲田大学 社会科学部 卒業
早稲田大学大学院スポーツ科学研究科 修了
■大東京火災海上保険 （現あいおいニッセイ
同和損害保険）入社。本社販売店営業推進部、
市場開発部を経て現在は経営企画部に所属し、
スポーツ振興・アスリートマネジメント等を担う。
■2003年～2016年早稲田大学スキー部監督。
同部を40年ぶり通算9回の大学日本一に導き、オリンピック選手を多数輩出。
2018平昌五輪ノルディック複合銀メダル 渡部暁斗選手や、平昌パラリンピック５
メダル獲得のアルペンスキー村岡桃佳選手など多くの選手を指導した。
（公財）日本オリンピック委員会 強化委員、（公財）全日本スキー連盟クロスカン
トリー強化委員、（公社）全日本学生スキー連盟理事 など歴任

～同日開催！アスリートワークカフェ～

アスリート就活コミュニケーション講座
講師：株式会社マナーズ 谷内田 真理 氏
会場：長岡市さいわいプラザ １１時～12時40分

※アスリートには交通費の補助制度有り
県外在 住20,000円 上限・県内在住2,000円上限を補助

新潟県社会人スポーツ推進協議会
公益財団法人スポーツ安全協会新潟県支部
新潟県 長岡市 公益財団法人長岡市スポーツ協会 公益財団法人新潟県スポーツ協会

申込・問い合わせ 新潟県社会人スポーツ推進協議会 （公財）新潟県スポーツ協会内

http://www.niigata-shaspo.jp

参加費 無料

アスリート
限定企画

新潟県社会人スポーツ推進協議会とは、新潟県の
社会人スポーツの振興を目的とする企業・競技団
体・県市町村などで構成される団体です。

TEL 025-287-8600 FAX 025-287-8601

Eメール ： info@niigata-shaspo.jp

※お申込みは裏面をご覧ください

事 業 紹 介 新潟県社会人スポーツ推進協議会【社スポサポーター事業】

◆新規入会受付募集中
にいがたアスリートキャリアフォーラム
社会人スポーツ活性化セミナー

会員や企業・団体の皆様から協力いただいた協賛
金により、アスリートや指導者の新潟県内定着促進の
ための事業に取り組んでいます。
社会人スポーツ活性化セミナーの他に、アスリート
に特化した企業と学生、社会人との合同の交流イベ
ント「にいがたアスリートキャリアフォーラム」を開催、各
メディアに掲載され、注目が益々高まっています。
最大の特色は、アスリートに交通費を補助し、参加
しやすいよう配慮しています。※右図は過去の開催

協議会
企業 県市町村 競技団体 他

県内企業 等
県内就職を希望・検討の

アスリート
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■社会人スポーツ活性化セミナーin長岡（アスリートワークカフェ） 参加申込書
※ご記入の上、下記連絡先にファクシミリまたはEメールにて6月25日（火）までにお送りください。
法人・団体名

御 芳 名

氏名

部署及び役職名（学生の場合は学年）

氏名

部署及び役職名（学生の場合は学年）

〒

御 住 所
電話・FAX

電話（

）

－

FAX（

）

－

E-mail
（PC受信可）
※企業担当者
記入欄

参加企業の事前告知
FacebookやHPへの社名掲載

□ 告知可
□ 告知不可

企業情報資料のご提供をについて
（アスリートへの情報提供に使用）

□
□

可
不可

通信欄

■ プログラム
11：00～12：40
13：30～13：35
13：35～13：45

アスリートワークカフェ（*アスリート限定） 講師：株式会社マナーズ 谷内田 真理 氏
社会人スポーツ活性化セミナーin長岡 開会
新潟県社会人スポーツ推進協議会について

13：45～15：15

講演「アスリート支援による企業の成長と地域貢献」
講師：あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 経営企画部
スポーツチームリーダー 早稲田大学スキー部 前監督 倉田 秀道 氏

15：20～16：25

参加者交流会

16：30

閉会

※進行によって各演題の開始時間等が変わる場合があります。ご了承下さい。

■ 今後の開催予定
にいがたアスリートキャリアフォーラム 会場:新潟市 日程:①令和元年11月6日(水) ②令和２年 2月12日(水)
◆詳細はHP等でご案内します。個別にご案内を希望する方は下記までお申し出ください。
昨年のイベントの様子をHPでご覧になることができます。http://www.niigata-shaspo.jp
【参加お申込み・お問い合わせ】

〒950-0933
新潟市中央区清五郎67番地12
デンカビッグスワンスタジアム内

新潟県社会人スポーツ推進協議会 事務局
（公益財団法人新潟県スポーツ協会）
TEL

025-287-8600

FAX

025-287-8601

URL http://www.niigata-shaspo.jp
MAIL

info@niigata-shaspo.jp

申込メール

協議会HP

