令和４年度第７号

発行日：令和４年９月 8 日

みえのスポーツ応援隊 ボランティア募集のお知らせ

〈スポーツフェスタ in 総合型クラブ〉
日

時

①令和４年１０月１０日（月祝）７：４５～１６：００
②令和４年１０月３０日（日） ８：３０～１３：３０
③令和４年１２月２５日（日） ８：３０～１３：３０

会

場

①三重交通 G スポーツの杜 鈴鹿 体育館（鈴鹿市御薗町 1669）
②熊野市防災公園屋根付練習場（熊野市有馬町 3537）
③三重県立みえこどもの城 ２F 舞台スペース・ひみつきち（松阪市立野町 1291）

募集人数

①③１０名

②２名

活動内容

運営補助

申込方法

参加申込書に必要事項を記入し、三重県スポーツ協会までメール、FAX でお申し込み下
さい。
参加申込書は下記よりダウンロードしてください。

（PDF）http://www.mie-sports.or.jp/home/wp-content/uploads/2022/08/sougougata-1.pdf
（Word）http://www.mie-sports.or.jp/home/wp-content/uploads/2022/08/sougougata.docx

申込期限

令和４年９月２０日（火）

そ の 他

謝礼等をお支払いします。

〈2022 伊賀上野シティマラソン〉
日

時

令和４年１１月２７日（日）６：００～１３：００

会

場

伊賀市立上野西小学校グラウンド（伊賀市上野丸之内１１２）

募集人数

２５名

活動内容

健康チェック・受付業務補助、スタート・フィニッシュ会場業務補助、
ランナーへの給水・給食等、大会本部業務補助

申込方法

参加申込書に必要事項を記入し、三重県スポーツ協会までメール、FAX でお申し込み下
さい。
参加申込書は下記よりダウンロードしてください。

（PDF）http://www.mie-sports.or.jp/home/wp-content/uploads/2022/09/igaueno.pdf
（word）http://www.mie-sports.or.jp/home/wp-content/uploads/2022/09/igaueno.pdf
申込期限

令和４年１０月６日（木）

そ の 他

事前説明会を１１月１２日（土）に実施します。

【問合せ先】
公益財団法人三重県スポーツ協会
〒510-0261 鈴鹿市御薗町 1669
TEL：059-372-3880
FAX：059-372-3881

E-mail：sc-mie@mie-sports.or.jp

みえのスポーツ応援隊
総合型地域スポーツクラブ PR イベント開催
総合型地域スポーツクラブ PR イベントを県内５会場で行います。
第１弾の鈴鹿会場では、小さいお子様から高齢者の方まで楽しめるプログラムとなっております。
ぜひ遊びに来てください！
日時：令和４年１０月１０日（月・祝）１０：００～１５：００
会場：三重交通 G スポーツの杜 鈴鹿 体育館（鈴鹿市御薗町 1669）
◆バイオレッドアイリスによる運動あそび体験
◆姿勢改善・アンチエイジング棒体操体験
とこまるが

◆スポーツリズムトレーニング体験

遊びに来るよ！

●スカットボール・カローリング体験
●お絵描き・ぬりえコーナー
■総合型地域スポーツクラブ PR ブース
■アサヒ飲料販売株式会社 PR ブース
詳しいことは、三重県スポーツ協会のホームページをご覧ください。
http://www.mie-sports.or.jp/home/mie-kouiki/sougougata

【問合せ先】
公益財団法人三重県スポーツ協会
〒510-0261 鈴鹿市御薗町 1669
TEL：059-372-3880
FAX：059-372-3881

E-mail：sc-mie@mie-sports.or.jp

助成事業のお知らせ

公益財団法人住友生命健康財団による助成事業
〈2022 年スミセイ
対象プロジェクト

コミュニティスポーツ推進助成プログラム〉

助成の対象となるプロジェクトの枠組みは、次の２種類です。
【一般】地域の中で一人ひとりの健やかな暮らしの実現につながるコミュニティスポーツ
【特定】心身の障がいや長期療養などにより社会参加が困難な状況にある人と共に楽し

めるコミュニティスポーツ
対象団体

助成種別

以下の要件を満たすものとします。
・日本国内に活動拠点のある民間の非営利団体（法人格の種類や有無を問わない）で、
団体としての活動実績があること。
※アドバンスコースでは原則として応募時点で２年以上の活動実績があること。
・団体の目的や活動が政治・宗教などに偏っておらず、反社会的勢力とは一切関わって
いないこと。
助成対象プロジェクトは、取り組みの視点によって、次の２種類に分けられます。
【チャレンジコース】
地域におけるコミュニティスポーツのチャレンジと、その後の自立・発展をめざすもの。
【アドバンスコース】
地域を超えたコミュニティスポーツの展開や、特定の地域におけるコミュニティスポー
ツの探化をめざすもの。

助成金額

【チャレンジコース】 ５０万円以下（１年間分） ２０件程度
【アドバンスコース】３００万円以下（２年間合計） ５件程度

受付期間

令和４年８月２２（月）～９月２２日（木）必着

応募方法

①必要事項記入した「応募用紙」と「定款または規約（会則）」をご準備ください。
〈応募用紙の入手方法〉
【チャレンジコース】と【アドバンスコース】では応募用紙が異なります。各応募用
紙は住友生命健康財団のホームページよりダウンロードしてください。
②住友生命健康財団ホームページの「応募受付」ボタンから「応募受付ページ」にアク
セスし、応募するコースの「受付フォーム」にお入りください。
③「受付フォーム」にて、応募にあたっての基本情報を入力いただき、①の「応募用
紙」と「定款または規約（会則）」をアップロードして、内容を確認の上、送信して
ください。

応 募 先
問合せ先

公益財団法人住友生命健康財団 事務局
〒160-0003 東京都新宿区四谷本塩町 4-41 住友生命四谷ビル６階
TEL：03-5925-8660
FAX：03-3352-2021
E-mail：sports@am.sumitomolife.co.jp

住友生命健康財団

こくみん共済 coop による助成事業
〈地域貢献助成 2022 年〉
対象活動

日本国内で実施される次の１～５に当てはまる活動を対象とします。
１．自然災害に備え、いのちを守るための活動
２．地域の自然環境・生態系を守る活動
３．温暖化防止活動や循環型社会づくり活動
４．子どもや親子の孤立を防ぎ、地域とのつながりを生み出す活動
５．困難を抱える子ども・親がたすけあい、生きる力を育む活動

対象団体

日本国内を主たる活動の場とする、次の１～３のすべてに該当する団体を対象とします。
１．NPO 法人、一般社団法人、任意団体、市民団体など
２．設立１年以上の活動実績を有する団体（基準日：令和４年８月１７日）
３．直近の年間収入が３００万円以下の団体（前年度の繰越金を除く）
※収入には他の団体からの助成金も含みます。

助成金額

１団体あたり１事業のみとし、３０万円を上限とします。（総額 2，000 万円を予定）

応募方法

１．応募フォームから申し込み
【応募フォーム】https://www.zenrosai.coop/contact/josei2022.html
２．１．の翌々営業日までに、「申請書ファイルの送信のお願い」メールをお送りします。
メールに記載をされている提出方法に従い、申請書類一式のご提出をお願いします。
申請書類のご提出をもって、応募が完了となります。

応募期間

令和４年８月１７日（水）～９月１６日（金）

問合せ先

こくみん共済 coop 本部 地域貢献助成事務局
TEL：03-3299-0161（平日１０時～17 時、土日祝を除く）
E-mail：90_shakaikouken@zenrosai.coop

こくみん共済 coop

地域スポーツ・レクリエーション指導者養成事業

ラダーゲッター
ラダーゲッターとは、子どもから高齢者までに人気のニュースポーツで、紐がついたボー
ルを投げて、得点のついたはしごにひっかけて２１点先取を狙うゲームです。
そのほか、チャレンジ・ザ・ゲームのひとつの種目であるスピードラダーゲッターも人気
です。

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４年１０月１日（土）９：００～１２：００（受付８：４５～）

会

場

三重県総合文化センター 第１ギャラリー

参 加 費

無料

対 象 者

１７歳以上で内容に関心のある方

定

３０名

員

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 FAX か
メールでお申込みください。

締 切 日

令和４年９月２３日（金）

そ の 他

・本セミナーは、レクリエーション資格取得のための科目５として実施します。事業参
加の単位にもなりますが、科目５の履修と兼ねることはできません。
・マスクの着用をお願いします。

幼児の運動あそびセミナー
幼児の運動能力の現状から、基本的生活習慣の形成との関係性や、乳幼児期に必要な運動
あそびの大切さについて教えていただきます。
吉田伊津美先生に、現場で活用できる運動遊びのヒントをいただきます。

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４年１０月１日（土）１３：３０～１６：３０（受付１３：００～）

会

場

三重県総合文化センター フレンテみえ

参 加 費

無料

対 象 者

１７歳以上で内容に関心のある方

定

３０名

員

セミナー室 A

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 FAX か
メールでお申込みください。

締 切 日

令和４年９月２６日（月）

そ の 他

・本講習会は、レク資格取得時の事業参加及び個々の活動の習得単となります。
・マスクの着用をお願いします。

【問合せ・申込先】
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

三重県レクリエーション協会

≪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。

【発行】 公益財団法人三重県スポーツ協会
〒510-0261 鈴鹿市御薗町 1669 番地 三重交通 G スポーツの杜 鈴鹿
TEL：059-372-3880
FAX：059-372-3881
E-mail：sc-mie@mie-sports.or.jp
WEB：http://www.mie-sports.or.jp/home/mie-kouiki
Facebook：https://www.facebook.com/mie.kouiki.sc/

