新潟県内の社会人スポーツを応援します！

新潟県社会人スポーツ推進協議会
Niigata Shaspo Association

社スポ通信

令和3年6月3日(木)、ホテルグローバルビュー新潟にて開催予定だった第1回幹事会および総会は、
新型コロナウイルス感染拡大の影響から書面での決議となりました。いずれも承認されました。

4～9月イ ベ ン ト 報 告

プロランナーとして、日本全国
をマラソンや講演等で巡り、地域
を盛り上げる活動を行っている川
内選手。
公務員時代には「レースは練
習」の考えのもと、強度の高い練
習環境・ライバルを求めて世界中
の様々なレースに出場。「旅行が
好き」な川内選手にとっては、競
技のためだけではなく、人生を豊
かにする側面もあったといいます。
仕事と競技、スポーツとの多様
な関わり方について、これまでの
経験と現在の活動を踏まえた貴重
なお話を伺うことができました。

講演会＊オンライン
日

時：6月3日（木）

講

演：「マラソンにかける人生」
～公務員ランナーから地域振興プロランナーへ～
師：あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
所属プロランナー 川内 優輝 様

社会人スポーツ活性化セミナーin長岡＆オンライン
日

時:6月22日（火）10時30分～17時 会場:アトリウム長岡

講

演：「企業が新卒学生に求める人物像」
～スポーツ経験を活かすために今やること～
師：株式会社サンカクワークス 代表取締役 岩田 徹 様

～アスリートワークカフェ～

講

事例発表：「企業で取り組むスポーツ支援」
講 師：株式会社ハードオフコーポレーション
（アーチェリー東京五輪代表 中村美樹選手所属企業）
人事総務部 課長代理 大友 陽平 様

～アピールセッション～
①参加アスリートの自己アピール
②参加企業紹介
③フリートーク（アスリート&企業の交流）…現地&ZOOM

にいがたアスリートキャリアフォーラム202１&オンライン
時：8月24日（水）13時～17時

～トークセッション～
事例発表：「アスリートのデュアルキャリアについて考える」
～ランナーと医師の夢の実現に向けて～
講 師：新潟アルビレックスランニングクラブ
所属アスリート 広田 有紀 様

～アピールセッション～
①参加アスリートの自己アピール
②参加企業紹介
③フリートーク（アスリート&企業の交流）

「競技力に加えてプラスαでスポーツ選手に
何が出来るかが求められている。逆に言えば
競技力以外の部分でプラスαが発揮できない
選手というのは、本業である競技活動におい
ても少しやりにくい状況というのが出てきて
しまうのかもしれないと思っています。」

アスリートワークカフェは、就職活動中のアス
リートが、競技で培った自身の強みを、どう仕事
に生かせるのかを考える場でもあります。
今回、講師の先生からは、新卒採用では近い将
来会社に利益を出す可能性がある人を求めており、
能力が高い人は育てたら戦力になると考えられて
いること。スポーツで結果を出せたことを、ス
ポーツ以外でも再現できるかという部分が見られ
ているということを教えていただきました。

～トークセッション～

日
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令和３年度 第１回幹事会・総会は書面評決により承認されました。

幹 事 会
総
会

講
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№

今回のフリートークは企業2・3社、アスリート1名、
進行役1名というグループ構成で、約20分のセッション
を4回おこない、アスリートがすべての参加企業と交流
をしました。私は今回、進行役として参加しました。
各セッションでアスリートの夢や将来像に対して熱心
に耳を傾ける企業の姿や、企業の理念やの求める人物
像に対して応えようとするアスリートの姿などがあり、
オンライン開催ではありましたが、にいがたアスリー
トキャリアフォーラムならではの濃い内容で交流が図
られていたと感じました。雰囲気よく終始笑顔の絶え
ない時間となりました。
次回以降も更に良質な交流ができるように企画運営
に力を入れていきたいと思います。（M.K）

に い が た
アスリート
キ ャ リ ア
フォーラム
２ ０ ２ １
＆オンライン

令和３年度も多大なるご支援をありがとうございます。

協 賛 金
報
告

社スポサポーター制度（協賛金制度）はおかげ様で今期5期目となりました。
企業、団体、個人の皆様から１６４万円（9月1日現在）のご協力を賜りました。厚く御礼を申し上げます。

〈協賛金事業について〉
県内就職希望アスリートと企業の交流の場づくりをメインに、アスリートの県内定着へ向けた取り組みに活用します。

◆令和３年度協賛金額と募集期間
クラス
ゴールド
クラス
シルバー
クラス
ブロンズ
クラス

金

額

令和３年度実績
65件 1,640,000円

50,000円以上

16件 920,000円

30,000円以上
50,000円未満
10,000円以上
30,000円未満

11件 330,000円
38件 390,000円

◆事業内容
募 集 期 間

★今期５期目
平成29年度から
令和３年度*まで
（*右記参照）

＊令和2年度総会（書面決議）により令和3年度まで延長を承認

・にいがたアスリートキャリアフォーラムの開催
・社会人スポーツ活性化セミナーの開催
・社会人スポーツ推進協議会のPR
社スポWEBサイト
▶▶▶ https://www.niigata-shaspo.jp/

新潟県の社会人アスリート&採用企業が紹介されました！！
厚生労働省委託事業「地方人材還流促進事業」の「LO活プロジェクト」WEBサイトに、
「にいがたアスリートキャリアフォーラム」の参加によって(株)シアンスに採用された遠藤健太さんと、人事担当の遠藤香那子さんが掲載されました。
また、社会人スポーツ推進協議会の事業についても同社によって紹介いただきました。

次のフォーラムは
11月10日（水）
＊オリンピアンによるプレミ
アムトークセッション開催！
【参加者募集中】
▶プレミアムトークセッション参加オリンピアン

小野塚 彩那 氏

Ayana Onozuka

フリースタイルスキーハーフパイプ
2014ソチ五輪銅メダリスト2014-2015 W杯2年連続総合優勝
石内丸山スキークラブ
© Jeep Japan

～～～～～～～～～～～～～
～～～～～～～～～～～～～

志水 祐介 氏

Yusuke Shimizu

水球
2016リオ五輪日本代表 2021東京2020五輪日本代表
ブルボンウォーターポロクラブ柏崎

中村 美樹 氏

Miki Nakamura

アーチェリー 2021 東京2020五輪団体5位入賞 個人9位
2021 世界選手権大会団体４位入賞
ハードオフコーポレーション所属

當銘 孝仁 氏

Takanori Tome

カヌースプリント 2021東京2020五輪代表 アジア選手権2位
一般社団法人三条市スポーツ協会 所属
©フォトスタジオウスタ2020

「LO活」（地方人材還流促進事業（LO活プロジェクト））WEBサイト
▶▶▶ https://local-syukatsu.mhlw.go.jp/report_city/niigata01/

フォーラムの申込は「社スポWEBサイト」へ
▶▶▶ https://www.niigata-shaspo.jp/#oshirase

～ 令和３年度 ご協賛いただいた企業・団体の皆様 ～

株式会社本間組

一般社団法人新潟県サッカー協会

株式会社新潟日報社

NSGグループ

新潟綜合警備保障株式会社

星野電気株式会社

セコム上信越株式会社

東北電力株式会社新潟支店

株式会社加賀田組

株式会社福田組

有限会社さくら電気

株式会社ハードオフコーポレーション

株式会社セキノワークス

株式会社エフエムラジオ新潟

新発田ガス株式会社

株式会社ブルボン

北陸ガス株式会社
株式会社バイタルネット
株式会社丸新
株式会社イタリア軒
株式会社エヌエスアイ
新潟冷蔵株式会社
本間技建株式会社
本間道路株式会社
公益財団法人新潟県スキー連盟
北日本建材リース株式会社
イワコンハウス新潟株式会社
株式会社新潟放送
株式会社大光銀行
株式会社テレビ新潟放送網
株式会社NST新潟総合テレビ
株式会社新潟テレビ２１
株式会社シアンス
アクシア ルリ テイリ ング株 式会社
株式会 社新工 建設工 業
株式会 社植木組
新 潟運輸 株式会 社
丸運建設 株式会 社
シマト 工業株 式会 社
株式会社村尾技建
株式会社越配
日本精機株式会社
新生ビルテクノ株式会社新潟支店
株式会社山﨑建設
株式会社重川材木店
ワタナベグループ
岩塚製菓株式会社
近藤與助工業株式会社
株式会社ことりや
株式会社サンテラ
カンタベリーショップラブラ万代店
五泉市
魚沼市教育委員会事務局
新潟県ソフトテニス連盟
新潟県カヌー協会
新潟県テニス協会
新潟県アイスホッケー連盟
新潟県柔道連盟
一般財団法人新潟県陸上競技協会
新潟県バレーボール協会
一般財団法人新潟県野球連盟
新潟県体操協会
新潟県ラグビーフットボール協会
＊令和３年９月１日現在（順不同・敬称略）

新潟県社会人スポーツ推進協議会
企業で頑張っている
スポーツ選手の情報をお待ちしています。

社スポ

検索

事務局 公益財団法人新潟県スポーツ協会内
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
TEL 025-287-8600 FAX 025-287-8601 Email info@niigata-shaspo.jp
新潟県社会人スポーツ推進協議会

通信 第12号

