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第４弾の伊勢会場では、元日本代表の世古和さんによる陸上教室が小学生向けに行われるほか、幼

稚園から小学生、大人の方も楽しめるプログラムが多数あります。 

ぜひ遊びに来てください！ 

 

日時：令和４年１１月２７日（日）９：００～１５：００ 

会場：三重交通 G スポーツの杜 伊勢 陸上競技場及び別館体育館（伊勢市宇治館町 510） 

◆世古和の小学生陸上教室 ◆大学生と思いっきり遊ぼう！ 

●中国健康体操 ●カラダもココロも元気エクササイズ教室 ●毎日気軽に体幹ヨガ教室 

●カラダスッキリ施術体験 

▲ものづくり体験 

▲楽しいスポーツ体験（ストラックアウト、ボッチャ、輪投げ、卓球バレー、相撲体験 等） 

■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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公益財団法人大阪コミュニティ財団による助成 

〈２０２３年度助成〉 

対象団体 １年以上の活動実績を有する非営利団体（法人格の有無は問いません） 

対象事業 令和５年４月１日から令和６年３月３１日までの間に、実施を予定している公益に資する事業。 

助成事業 ・一般基金   ７，６２８，０００円（総額） 

       青少年の健全育成を図る活動 

      多文化共生を図る活動 

助成事業のお知らせ 

総合型地域スポーツクラブ PR イベント開催 

【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 三重交通 G スポーツの杜 鈴鹿内 

TEL：059-372-3880   FAX：059-372-3881   

E-mail：sc-mie@mie-sports.or.jp 

とこまるが 

遊びに来るよ！ 

http://www.mie-sports.or.jp/home/mie-kouiki/sougougata
file://///192.168.123.3/data/業務/41広域SC/06_メールマガジン/R04/sc-mie@mie-sports.or.jp
file://///192.168.123.3/data/業務/41広域SC/03_総合型地域スポーツクラブ関係/07_総合型クラブPRイベント/チラシ/ポスター/4_スポーツフェスタポスター_南志0926.pdf


地域社会の活性化を図る活動 

芸術・文化の発展向上を図る活動 

      環境の保護・保全を図る活動 

    ・分野別基金 ７０，１９９，０００円（総額） 

       青少年の健全育成      2,380,000円 

       健康増進、健全育成の支援   440,000円 

締 切 日 令和４年１１月２８日（月）当日消印有効 

申込方法 助成申請書を公益財団法人大阪コミュニティ財団のホームページよりダウンロードし、必

要事項を記入してください。書類は郵送およびメールで送付してください。 

     【http://www.osaka-community.or.jp/contents/grant/guide_form.htm】 

提 出 先 公益財団法人大阪コミュニティ財団 事務局 

問合せ先 〒540-0029 大阪市中央区本町橋 2-8 大阪商工会議所ビル５階 

TEL：06-6944-6260  FAX：06-6944-6261 

     E-mail：info@osaka-community.or.jp    HP：http://www.osaka-community.or.jp 

 

 

 

 

 

 
独立行政法人国立青少年教育振興機構による助成 

〈子どもゆめ基金〉 

対象活動  子どもの健全な育成を図ることを目的に、令和５年４月１日以降に開始し、令和６年３

月３１日までに終了する、次の活動に対し助成を行います。 

（１）子どもを対象とする活動        ①体験活動 自然体験活動 

                     科学体験活動 

交流を目的とする活動 

                                  社会奉仕体験活動 

職場体験活動 

総合・その他の体験活動 

                            ②読書活動 読書活動 

      （２）子どもを対象とする活動を支援する活動 ①フォーラム等普及活動 

   ②指導者養成 

対象団体  次に該当する団体で、当該団体が自ら主催し、子どもの健全な育成を目的に子どもの体

験活動や読書活動の振興に取り組む団体 

      （１）公益社団法人、公益財団法人又は一般社団法人、一般財団法人 

      （２）特定非営利活動法人 

      （３）上記（１）（２）以外の法人格を有する団体（次に掲げる団体を除く。） 

         ①国又は地方公共団体 

         ②法律により直接に設立された法人 

         ③特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人 

      （４）法人格を有しないが、活動を実施するための体制が整っていると認められる団体 

助成金額  １活動あたりの助成金の額は２万円以上限度額とし、限度額は下記のとおりです。 

      ただし、活動実績のない新規団体への助成については、原則として限度額の２分の１と

します。 

大阪コミュニティ財団 

http://www.osaka-community.or.jp/contents/grant/guide_form.htm
http://www.osaka-community.or.jp/contents/grant/guide_form.htm
http://www.osaka-community.or.jp/contents/grant/guide_form.htm】
mailto:info@osaka-community.or.jp
http://www.osaka-community.or.jp/
http://www.osaka-community.or.jp/


 

活動規模 参加者を募集する範囲 限度額 

全国規模 ２４都道府県以上で募集 ６００万円 

都道府県規模 
全国規模以外で、都道府県下全域または、都道府県を

超えて募集 
２００万円 

市区町村規模 
上記以外で、市区町村単位または、複数の市区町村に

て募集 
１００万円 

申請期間  令和４年１０月１日（土）～１１月２９日（火） １７時締切 

申請方法  令和５年度より電子申請システムを利用した申請のみ受付となります。 

      子どもゆめ基金ホームページよりログインしてください 

【URL：https://yumekikin.niye.go.jp】 

申し込み  独立行政法人国立青少年教育振興機構 子どもゆめ基金部助成課 

問い合せ  〒151-0052 東京都渋谷区代々木神園町 3-1 

フリーダイヤル：0120-579081（無料） E-mail：yume@niye.go.jp 

 

 

 

 

 

公益財団法人ライフスポーツ財団による助成事業 

●共通事項 

目  的  「子どもと親子のスポーツ活動」、「地域の子どもスポーツ活動」及び「地域の子ども

文化活動」の活動を奨励するために団体への助成金交付 

団体要件  市区町村において子どもスポーツ活動、地域スポーツ活動及びこども文化活動を推進す

るために積極的に取組む組織団体とし、いずれも営利を目的としない団体、法人とする。

また、次の要件を満たす団体とする。 

      １．次の①～③の条件に当てはまる団体 

       ①団体の構成員は、４人以上で構成されていること。 

       ②団体の活動と運営が、定期的、計画的、組織的に行われており、活動歴等財団が必

要と認めたとき、その内容を提示できること。 

       ③原則として上記の趣旨を担う活動領域で、３年以上の活動歴をもつこと。 

      ２．その他、ライフスポーツ財団の理事長が認めた団体。 

申請期限  令和４年１１月１日（火）～１２月１０日（土） 

 

■一般公募事業 

対象事業  １ 「子どもと親子のスポーツ活動」、「地域の子どもスポーツ活動」分野の大会、教室等 

      ２ スポーツや運動を実施する契機となる事業内容であること。単一種目の場合はその導入

のための内容、交流等を主目的としたものとする。 

      ３ 子ども（小学生以下）の参加者割合が３０％以上。 

      ４ 過去に実施した実績があること。 

助成金額  参加人数に係数をかけ、算出するものとする。 

子どもゆめ基金 

file://///192.168.123.3/data/業務/41広域SC/06_メールマガジン/R04/【URL：https:/yumekikin.niye.go.jp】
file://///192.168.123.3/data/業務/41広域SC/06_メールマガジン/R04/【URL：https:/yumekikin.niye.go.jp】
mailto:yume@niye.go.jp
https://yumekikin.niye.go.jp/


      １日のみ実施する事業（単発事業）は係数を５００円 

      ２日以上実施する事業（複数回事業）は係数を３００円 

    新規団体 助成金上限２０万円、１事業 

      継続団体 助成金上限３０万円、事業数の制限なし 

U R L  https://www.lsf.or.jp/josei/ippan/ 

■ライフ・チャレンジ・ザ・ウォーク 

対象事業  公益財団法人ライフスポーツ財団（ライフ・チャレンジ・ザ・ウォーク）助成金交付規

程『８開催規定』の内容通りに実施できる事業。 

助成金額  新規事業の限度額は２０万円。継続事業の限度額は４０万円 

U R L  https://www.lsf.or.jp/josei/walk/ 

■ライフ親子グラウンド・ゴルフ大会 

対象事業  公益財団法人ライフスポーツ財団（ライフ親子グラウンド・ゴルフ大会）助成金交付規

程『８開催規定』の内容通りに実施できる事業。 

助成金額  新規事業、継続事業の限度額はいずれも２０万円。 

U R L  https://www.lsf.or.jp/josei/golf/ 

■ライフキッズスポーツクラブ 

対象事業  公益財団法人ライフスポーツ財団（ライフキッズスポーツクラブ）助成金交付規程『８

開催規定』の内容通りに実施できる事業 

対象要件  『キッズスポーツインストラクター資格』における『トップインストラクター』資格を

有する者が所属する、営利を目的としない組織、団体、法人とする。また次の①～③

の要件を満たす団体とする。 

       ①キッズスポーツインストラクター資格を有する者が２人以上含まれる４人以上の組

織団体 

       ②次のア～ウの条件に当てはまる団体 

        ア．市区町村において子どもスポーツ活動、地域スポーツ活動及び子ども文化活動

を推進するために積極的に取組んでいること。 

        イ．団体の活動と運営が、定期的、計画的、組織的に行われており、活動歴等ライ

フスポーツ財団が必要と認めたとき、その内容を提示できること。 

        ウ．原則として上記の趣旨を担う活動領域で、３年以上の活動歴をもつこと 

       ③その他、ライフスポーツ財団の理事長が認めた団体。 

助成金額  新規事業の限度額は２０万円。継続事業の限度額は４０万円 

U R L  https://www.lsf.or.jp/josei/sports-club/ 

 

 

 

 

 

 

 

ライフスポーツ財団 

 

 

 

【問合せ先】 

公益財団法人ライフスポーツ財団 

〒564-0063 大阪府吹田市江坂町 1-23-43 ファサード江坂ビル７階 

TEL：06-6170-9886  FAX：06-6170-9887  E-mail：info@lsf.or.jp 

https://www.lsf.or.jp/josei/ippan/
https://www.lsf.or.jp/josei/walk/
https://www.lsf.or.jp/josei/golf/
https://www.lsf.or.jp/josei/sports-club/
https://www.lsf.or.jp/
https://www.lsf.or.jp/
mailto:info@lsf.or.jp


 

シニアテニスセミナー 

 

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１２月３日（土）１０：００～１３：００（受付９：４５～） ※雨天中止 

会  場  三重交通 G スポーツの杜 鈴鹿 ９・１０・１１・１２番コート 

講  師  青木昌之（日本プロスポーツ協会公認上級テニス講師） 

参 加 費  無料 

対 象 者  １７歳以上で関心のある方ならどなたでも。 

定  員  ４０名（先着順） 

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１１月２５日（金） 

持 ち 物  運動のできる服装、底が平らな運動靴（ある人はテニスシューズ）、ラケット（貸出あり） 

      帽子、飲み物等 

そ の 他  ・講習会中の傷害については、応急処置のみとし、以降の責任は負いません。 

・本セミナーはレク資格取得のための「個々の活動の習得」となる事業です。 

      ・感染症予防のため、受付での検温にご協力ください。また待機中等はマスク着用をお願

いします。 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

【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/ 

≪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。 

三重県レクリエーション協会 

地域スポーツ・レクリエーション指導者養成事業 

【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 

https://mie-rec.net/seminar/2022/sinia.pdf
mailto:sc-mie@mie-sports.or.jp
http://www.mie-sports.or.jp/home/mie-kouiki
https://www.facebook.com/mie.kouiki.sc/
http://www.yonexsports-f.or.jp/joseikin.html
mailto:mie-rec@ztv.ne.jp

