～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 Amateur Sports Association
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平成30年度第1回幹事会、総会・講演会が開催されました。

幹事会
総 会

6月4日（月）、新潟グランドホテルにおいて、新潟県社会人スポーツ推進協議会第1回幹事会と総会、講演会を
開催し、企業、県市町村、団体、競技団体の約70名の皆様が参加いたしました。
【総会】新潟県県民・生活環境部長の本間由美子様のあい
さつの後、第72回国民体育大会と第73回国民体育大会冬季
大会の結果報告、協賛金事業の報告、優秀スポーツ選手や
指導者の確保、平成30年度予算等について説明しいずれも承認
されました。

総会

馬場潤一郎会長あいさつ

【講演会】プロトレーナーの木場克己様から「アスリートを支
える！」と題して、多くのトップアスリートへのサポートによ
るご自身の視点でご講演いただきました。
サッカーの長友佑都選手や競泳の池江璃花子選手のサポートの
紹介や体幹トレーニングを参加者と実践し、好評を賜りました。

県スポ協 安藤慈職員による実践

講演会

木場克己 様

平成30年度も多大なるご支援をありがとうございます。

社スポ
サポーター
制度

講師

社スポサポーター制度（協賛金制度）も今年で２期目を迎え、おかげ様で６４件１６２万円（8月20日現在）となり、
目標の１５０万円を上回るご協賛を賜りました。ご協力いただき厚く御礼を申し上げます。ありがとうございました。

◆平成30年度の協賛金額と募集期間
クラス

金

額

ゴ ー ル ド
50,000円以上
ク ラ ス
シ ル バ ー 30,000円以上
ク ラ ス 50,000円未満
ブ ロ ン ズ 10,000円以上
ク ラ ス 30,000円未満

社スポ
サポーター
申込受付中

◆特典

平成30年度実績
64件 1,620,000円

募 集 期 間

・協賛金賛同ステッカーの配布

16件 920,000円
10件 300,000円

＊今期2期目
平成30年度から
平成32年度まで

38件 400,000円

・協議会HPに協賛団体名を掲載
・社スポ通信やポスター、イベント資料に掲載
・協議会や新潟県スポーツ協会のイベントの先行案内
・ゴールドクラス協賛の場合、バックボードに掲示

◆事業内容

企業アスリート合同イベント

協議会や協賛金募集

にいがたアスリートキャリアフォーラム

広報・PR

アスリートと企業の皆さんが一同に会して、情報交換や
交流を深めます。アスリートの県内定着を目指す新潟初
のイベントです。

ポスターや協賛ステッカー
の配布、社スポ通信、HP等
で活動をＰＲします。

参加企業
募集中！

【予告】 11月7日(水）
会場：新潟市学生総合プラザSTEP

トピックス
メディア
紹介

13:30～上越市開催
会場：ワークパル上越

mail

各メディアに掲載されました！

スポーツやアスリート雇用を通じて社会人ス
ポーツの活性化を目指します。アスリートも参加
し、交流の場を用意しています。

９月５日(水）

WEB
SNS

＊後日ご案内します

社会人スポーツ活性化セミナー
アスリートも参加＆交流 アスリートワークカフェ

社スポ通信

＊詳細は裏面参照

ご掲載・ご協力ありがとうございます。

新聞

7月17日 建設通信新聞 様から、協議会の取組や建設業の企業様やアスリートを雇用した
本間組様と村尾技建様をご紹介いただきました。

新聞

7月24日 新潟日報社 様から、7月19日の社会人スポーツ活性化セミナーin長岡の「アス
リートワークカフェ」の様子を掲載いただきました。

ラジオ

8月17日 12:55に エフエムラジオ新潟 様から、9月5日の社会人スポーツ活性化セミナー
in上越、アスリートワークカフェを紹介いただきました。

Web

7月31日 新潟県 県民生活・環境部 新潟暮らし推進課 様からにいがたU・Iターン総合サイト
「にいがた暮らし」の新着情報に9月5日のアスリートワークカフェを掲載いただきました。
にいがた暮らし https://niigatakurashi.com/

広報・PR

http://www.niigata-shaspo.jp

スマートフォンサイトは下記QRコードへ。
フェイスブックページ有ります。（HPより）

社スポ 検索
HPは
「社スポ」で検索

セミナー
報 告

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
7月19日（木）、長岡市さいわいプラザにおいて、アスリートと企業・団体等の皆様約50名が参加、様々なステージの皆様が社会人
スポーツの活性化とアスリートの県内定着について考えを深めた、熱い一日となりました。その一部を紹介いたします。
【事例発表】「社会人アスリートとして活躍するために」
新潟綜合警備保障株式会社
総務部課長 今井 敏博 様
総務部
椿 龍憧 様

【講演会】「アスリート支援による企業成長と地域貢献」
講師：山形銀行女子バスケットボール部
ライヤーズ監督 福島 雅人 様

「選手は一般の社員と同じ勤務」

「競技との両立が活性化に」

・平成4年のべにばな国体からチームを引きつぐ。
・選手は正社員で銀行業務を午後3時まで行い、その後
練習の毎日、仕事と競技の日々を送る。

・社長への直談判により、
今井敏博
選手の社内環境の改善を
椿 龍憧
推し進め、仕事と競技の両立を向上。
両立が新潟県の活性化になると確信している。

福島雅人 様

「選手は企業の地域貢献を担っている。」

・国体出場は大切な地域貢献。地域の縁日や花笠まつりも参加。
・バスケットクリニックを年間1,000人の子供たちに実践、市民と窓口を
通じてふれあい、地域とのかけはしとなっている。
・選手は「競技をさせて頂いている」という感謝の気持ちを常に持っている。

「地域貢献の役割」
・「あんしん教室」を年間、新潟市内の10の小学校に実施、
地域貢献を実践している。
交流会

アスリートワークカフェ

「雇用のデメリットは全くない」

様：右
様：左

・選手にかかる経費も意外に少なく採用に問題は無い。
・今後は学校スポーツから企業がスポーツを支える時代だと思う。
企業はアスリートを積極的に採用して「スポーツ」を応援してほしい。

フォーラム
セミナー

のお誘い

【企業の皆様へ】県内就職希望のアスリートに会ってみませんか！
県スポーツ協会では、県内就職を希望し競技を継続する優秀なスポーツ選手等と県内企業との相互の情報提供を
行っており、「社会人スポーツ活性化セミナー」「アスリートキャリアフォーラム」を有効活用しています。
アスリートに比べて企業の皆様のご参加がまだまだ少ない状況です。「アスリートの話を聞いてみる」だけで構いま
せん。ぜひご参加をお願いいたします。（参加ご希望の方は下記までお申込みください。）
社会人スポーツ活性化セミナーin上越 アスリートワークカフェ
日時 ： ９月５日 (水) １３時３０分から
講演「アスリートの企業貢献能力とその可能性」
公認会計士 元阪神タイガース投手

会場 ： ワークパル上越

奥村武博 氏

事例発表「「社会人アスリートとして活躍するために」
株式会社村尾技建上越支店長 長谷川幸雄 氏
アイスホッケーアスリート 樋口智哉 氏
＊交流会 名刺交換会も予定しています。

～ご協賛いただいた企業・団体の皆様～

北陸ガス株式会社
株式会社エヌエスアイ

株式会社バイタルネット

株式会社新潟放送

公益財団法人新潟県スキー連盟

新潟県レスリング協会

奥村 武博 氏

* 平成30年8月31日現在（順不同・敬称略）

株式会社丸新

新潟冷蔵株式会社

本間技建株式会社

本間道路株式会社

株式会社大光銀行
株式会社テレビ新潟放送網
株式会社新潟総合テレビ
株式会社新潟テレビ２１
日本精機株式会社
宮川ローラー株式会社
株式会社重川材木店
近藤與助工業株式会社
株式会社植木組
株式会社リンコーコーポレーション
東日本旅客鉄道株式会社新潟支社
新生ビルテクノ株式会社新潟支店
岩塚製菓株式会社
ミズノ株式会社関越支社新潟オフィス
ワタナベグループ
株式会社山﨑建設
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
株式会社新工建設工業
株式会社シアンス
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
アクシアルリテイリング株式会社株式会社
株式会社村尾技建
五泉市
株式会社サンテラ
カンタベリーショップラブラ万代店
新潟県アイスホッケー連盟
新潟県弓道連盟
新潟県テニス協会
新潟県カヌー連盟
新潟県ソフトテニス連盟
新潟県バレーボール協会
新潟県ラグビーフットボール協会
株式会社中島屋 新潟県体操協会
一般社団法人新潟県野球連盟
一般財団法人新潟県バスケットボール協会
新潟県柔道連盟

新潟県社会人スポーツ推進協議会
◆情報をお寄せください！◆ 記事のご感想、ご要望
企業で頑張るスポーツ選手や活躍選手 等

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6号

