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新潟県社会人スポーツ推進協議会通信

日頃から社会人スポーツ推進協議会の事業にご協力を賜り、深く感謝申し上げます。社スポ通信 第5号を
発行いたしました。平成29年度の協賛金新規事業の報告、広報やPRについてお伝えいたします。

トピックス

検索

社スポ

アスリート＆会員・企業「にいがたアスリートキャリアフォーラム2017」開催！

「にいがたアスリートキャリ
アフォーラム2017」は初の協賛
金事業として平成29年11月17日
に新潟市内にて開催しました。
県内外のアスリート23名、企
業担当者18名、大学関係者、競
技団体等総勢68名が集いました。
第一部は講演会、第二部はア
スリートと企業関係者等による
ワークショップ、アスリートの
自己アピール、新潟のアスリー
トの未来を考えるグループワー
クとフリートークなど交流を深
めました。
「アスリートをにいがたに！」
をテーマに掲げた今回のフォー
ラムは県内初の試みです。参加

者にアンケートを実施、多数の
ご意見を頂きました。（下記を
ご覧ください）
早々に採用を検討したい！と
嬉しいお声もありましたが、多
くのご要望やご意見をもとに改
善しより良いフォーラムを目指
し継続して開催します。
今後も「にいがたアスリート
キャリアフォーラム」をご期待
ください！

フォーラムの成果

第一部講演会
講師 ポピンズ 金指様 小川様

本間幹事長

馬場会長

ワークショップやグループ
ワークショップ
ワークの様子
の様子

※フォーラムの詳細は社スポHP
に掲載中です。
～「社スポ」で検索～
スマートフォンは
右のQRコードで！
参加者の皆さん

◆フォーラム アンケート結果（一部）

企業団体等

フリートーク満足度

アスリート
参加理由✕全体満足度

次回フォーラムの関心

フォーラム参加理由
企業との面会
講演内容
就活中
指導者の推薦
ワークショップ

満足度 高 満足度 中

4
2
3
1
1

検討企業✕満足度
検討したい企業数

4名が7社を
検討しました！
もっと増えると
いいですね（T)

成果や満足度については中程度の回答が多いですが、フォーラムへの関心は高いです。（T）

企業面会や就活を理
由にあげたアスリートの満
足度は高く、フォーラムは
ある評価を得たと思われ
ます。（T)

Point

3
3
1
2
1
Point

Point

新潟県社会人スポーツ
推進協議会 HP

１社
２社
３社以上

満足度 高 満足度 中
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不明 無回答
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～ 企業・団体のフリーアンサーより～
～ アスリートのフリーアンサーより～

・企業の応援、必要性がわかりました。
・ワークショップではもう少し色んな意見がでると面白いと思います。
・アスリートは熱いハートを持っている人が多いと実感した。
・スポーツを通じて地域が発展していく、アスリートを支援しながら
企業が成長していく、そんな流れが大きくなっていくことを望みます。
参加者アンケート

トピックス

※平成29年12月4日実施

・企業、他のアスリートと話ができて参考になった。
・企業が求めることに自分は何をどういう形で貢献
できるか考える事ができて良かった。
・礼儀や行動を更に意識して高める必要を感じた。
・もっと色々な企業の方と長く話したかった。

※回答数：企業団体等27 アスリート10

アスリートの県内定着に向けて！社会人スポーツ活性化セミナー長岡＆上越
平成29年11月27日 長岡市さいわいプラザ

長岡

阪神酒販株式会社
阪神酒販株式会社
ストラテジックディストリ
ストラテジックディストリ
ビュ
シ
ョ事業本部長
ン事業本部長
ビュー
シー
ョ
ン
中尾 亘 氏
中尾 亘 氏
スポーツマン、主将
経験もある中尾氏、当

時採用を担当。アス
リートに着目した発端
は人材不足でした。
アスリートの特性であ
る「行動力」「一体感
の醸成」「士気の高ま
り」に着目、社員教育
を行いました。それに
応えトップセールスに
成長、アスリートの力
を存分に活用しました。
「阪神酒販アスリート

平成30年1月19日 上越市市民プラザ

上越

クラブ」として活動し、
セパタクローなど幅広
い競技でアスリートが
活躍しています。

陸上競技 三段跳び
所属アスリート
梶川 洋平 氏

◆セミナーの詳細は社スポHPで！◆ ～「社スポ」で検索～

株式会社小松製作所
株式会社小松製作所
女子柔道部長
女子柔道部長
本多 孝一 氏
本多 孝一 氏
オリンピック金メダ
リストを輩出する同社
女子柔道部は1991年に

創部、選手を正社員で
雇用し育成、選手であ
る前に「コマツの社
員」としての意識を高
めています。
長井淳子氏は、田村
亮子（旧姓:谷）選手
と競い国際大会で優勝
と活躍、引退後は指導
者として選手支援の制
度の充実にも貢献。
「コマツウエイ」柔道

版を作り「感謝の気持
ちを忘れない」「世界
に柔道を広める」と熱
く指導の様子を語って
くださいました。

女子柔道部担当課長
長井 淳子 氏
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お知らせ

様々なPRツール・SNSが次々スタート！
PRステッカー

ホームページ公開！ 活動や活躍アスリートを紹介中！
http://www.niigata-shaspo.jp

新潟県の公認ゆるきゃらの「レルヒさん」を採用しました。
新潟の社会人スポーツを レルヒさんの応援とともに盛り上げていきます！

スマートフォンサイトも右のQRコードでご覧ください。

社スポ

『NIIGATAからトップアスリートを』

検索

◆新着情報 活躍アスリート4名をアップしました！ご覧ください！

HPバナー募集中！リンクのご協力願います。

フェイスブック 新着情報を更新中！
https://www.facebook.com/niigata.shaspo

社スポHPのバナーを用意しました。皆様のHPに貼っていただき、社会人
スポーツの振興へのご協力をお願いいたします！
バナーは、下記のブルーとホワイトの2色をご用意しました。
お問い合わせやサイズ のご相談は事務局までお問い合わせください。

ホームページからもアクセスできます。「いいね！」「シェア」をお願いします！

～ご協賛いただいた企業・団体の皆様～

北陸ガス株式会社

株式会社バイタルネット

新潟冷蔵株式会社

株式会社セキノワークス

新潟県レスリング協会
株式会社大光銀行

株式会社新潟放送

公益財団法人新潟県スキー連盟

株式会社エヌエスアイ
株式会社新潟テレビ２１

株式会社テレビ新潟放送網

新潟県アイスホッケー連盟

日本精機株式会社

株式会社新潟総合テレビ

株式会社重川材木店

アクシアルリテイリング株式会社

東日本旅客鉄道株式会社新潟支社

株式会社リンコーコーポレーション

株式会社山﨑建設

ワタナベグループ

新生ビルテクノ株式会社新潟支店

岩塚製菓株式会社

近藤與助工業株式会社

コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社東日本営業本部新潟支社

株式会社中島屋

ミズノ株式会社関越支社新潟オフィス

新潟運輸株式会社

丸運建設株式会社

株式会社村尾技建

新潟県ソフトテニス連盟

新潟県バレーボール協会

新潟県体操協会

株式会社丸新

五泉市
新潟県野球連盟

新潟県弓道連盟

株式会社シアンス
シマト工業株式会社
新潟県テニス協会

新潟県ラグビーフットボール協会
平成30年3月31日現在（順不同・敬称略）

編集
後記

１月からの大雪に悩まされた今冬、平昌五輪やにいがた妙高はね馬国体と冬季スポーツで賑わいました。
特に村上市出身の平野歩夢選手の活躍に、多くの皆さんが励まされたのではないでしょうか。直後の妙高
はね馬国体でも総合成績３位と健闘しました。選手だけではなく、監督・コーチ、トレーナー、そしてス
キー板のワックスのスタッフさんなど、多くの支えの存在を知りました。本会でも「県内の社会人スポー
ツ選手」を支え、感動を与えられたら嬉しいですね！平成30年度もよろしくお願いいたします（T）
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◆情報をお寄せください！◆
・企業で頑張るスポーツ選手や活躍選手
・記事のご感想、ご要望 等

ご協力ありがとうございます。
事務局 info@niigata-shaspo.jp

