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■スキー競技

種　別
日程

競技会場2021年2月
18日（木） 19日（金） 20日（土） 21日（日）

開 始 式 ◎ 文化の杜交流館コモッセ
表 彰 式 ◎ 鹿角トレーニングセンター アルパス
ジャイアントスラローム ○ ○ ○

花輪スキー場
クロスカントリー ○ ○ ○
スペシャルジャンプ ○

コンバインド
ジャンプ ○
クロスカントリー ○

◎式典　○競技日

■スケート（ショート・フィギュア）競技会・アイスホッケー競技会

種　別
日程

競技会場2021年1月
27日（水） 28日（木） 29日（金） 30日（土） 31日（日）

開 始 式 ◎ 愛知芸術文化センター
表 彰 式 ◎ ウインクあいち

スケート
フィギュア ○ ○ ○ ○

日本ガイシアリーナ　アイスリンクショートトラック ○ ○

ア イ ス ホ ッ ケ ー
○ ○ ○ ○ ○ アクアアリーナ豊橋　アイスアリーナ
○ ○ ○ ○ ○ モリコロパーク　アイススケート場

◎式典　○競技日

■スピードスケート競技会

種　別
日程

競技会場2021年1月
27日（水） 28日（木） 29日（金） 30日（土） 31日（日）

開 始 式 ◎ 恵那文化センター
スケート スピード ○ ○ ○ ○ 岐阜県クリスタルパーク 恵那スケート場
◎式典　○競技日

岐国実承認第2号

Ⓒ2015秋田県んだッチR02084

許可番号第１号

夢！きらリンク愛知国体について　愛知県スポーツ局スポーツ振興課

夢！きらリンク　愛知国体

伝えよう感動　繋げよう絆

夢！きらリンク愛知国体は2021年1月27日～31日の日程で、名古屋市、豊橋市及び長久手市にて開催されます。実施
競技はスケート競技のうちショートトラック、フィギュアスケートとアイスホッケー競技です。

本大会では、開始式、表彰式及び競技会の全日程を「国体チャンネル」により配信します。会場に来られない方もイン
ターネット中継を通して出場選手を応援しましょう！

また、大会関係者は現地入り14日前からの検温と健康チェックを必須とする、ＡＤカード（資格認証カード）による
ゾーニングを徹底する、式典への参加者は定員の3分の1以下にする、競技会場への一般観覧者の入場は定員の2分の1
以下にする、関係者の宿泊は原則一人一部屋にするなど、新型コロナウイルス感染拡大防止対策を十分に講じて大会
を行います。

最新の情報に関しては、大会公式ホームページにて随時更新していきますので、
下記ＵＲＬよりご確認ください。

大会公式ＨＰ：https://www.yume-kirarink2021.jp/　

第76回国体冬季大会が開催されます
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≪顕彰受賞者 （敬称略） ≫
宮岡　秀治（大府市）　川島　勉（一宮市）
松木園　恵（常滑市）

≪顕彰受賞団体≫
豊山町スポーツ少年団　東浦町スポーツ少年団
知立市スポーツ少年団　蟹江町スポーツ少年団

令和2年度愛知県スポーツ少年団表彰受賞者決定
永年にわたりスポーツ少年団の指導者として功績のあっ

た方、及び活動が顕著であったスポーツ少年団に対して贈る
愛知県スポーツ少年団表彰の受賞者を決定いたしました。

なお、表彰式は、3月上旬に実施予定です。
≪受賞指導者（20名、敬称略）≫

大橋　園美（一宮市） 横井　且英（犬山市）
尾辻　宗幸（犬山市） 今屋　昭人（犬山市）
石黒　直人（江南市） 平野　みゆき（飛島村）
渡邉　恵子（飛島村） 安藤　誠（春日井市）
堀本　和裕（常滑市） 小林　晋輔（常滑市）
柴田　謙一（東海市） 深田　綾市（大府市）
城山　嘉久（大府市） 山本　尚宏（豊橋市）
小山　行彦（豊橋市） 大木　敏行（豊橋市）
彦坂　良和（田原市） 田中　茂代（田原市）
長谷　寿（田原市） 山田　伸佳（田原市）

≪受賞団体（2団体）≫
春日井体操スポーツ少年団（春日井市）
嵩山クラブスポーツ少年団（豊橋市）

第47回日独スポーツ少年団同時交流
～派遣・受入～

派遣：7月27日（月）～8月6日（木） 
受入：8月10日（月）～8月19日（水）
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から中

止となりました。

令和2年度東海ブロックスポーツ少年団指導者研究協議会
東海ブロックスポーツ少年団指導者の相互の連帯と資質

及び指導力の向上を目的として、11月21日（土）～22日（日）に三
重県のプラトンホテル四日市にて開催されました。愛知県
からは14名参加し、他県の指導者とともに講義と分科会を
実施しました。

第58回全国スポーツ少年大会
期　日：7月31日（金）～8月3日（月）
場　所：国立中央青少年交流の家（静岡県）
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から中

止となりました。

令和2年度愛知県スポーツ少年団登録状況
本年度の愛知県スポーツ少年団登録状況は下記の通りで

す。
昨年度に比べ、団数75団、指導者2,240名、団員3,181名の減

少となりました。
今後も、各市町村ならびに各単位団指導者・育成母集団の

皆さまとともに、スポーツ少年団活動のより一層の普及・促
進を図ることが重要であると考えております。

令和2年度市町村別登録一覧

令和2年度日本スポーツ少年団顕彰伝達式
日本スポーツ少年団顕彰とは、永年にわたる少年団への献

身的な指導者と他の模範となる市町村スポーツ少年団に対
して、日本スポーツ少年団から贈られるものです。

本年度は、愛知県から3名の指導者、4団体が受賞され、顕彰
伝達式を10月27日（火）に挙行いたしました。心からお祝い申し
上げ、今後なお一層の御活躍をお祈りいたします。

市町村名 団数 指導者数 団員数

名古屋市 74 254 1,343

豊橋市 131 566 3,126

岡崎市 46 168 991

一宮市 29 100 494

瀬戸市 6 14 71

半田市 7 21 143

春日井市 34 94 911

豊川市 33 109 734

津島市 12 47 265

碧南市 2 7 28

刈谷市 19 65 425

豊田市 6 17 52

安城市 4 25 142

蒲郡市 21 76 640

犬山市 22 100 353

常滑市 14 46 450

市町村名 団数 指導者数 団員数

江南市 10 142 349

稲沢市 14 145 621

新城市 6 17 92

東海市 26 71 602

大府市 11 69 416

知多市 4 10 63

知立市 1 2 35

尾張旭市 7 30 155

高浜市 10 28 156

岩倉市 18 74 517

田原市 29 127 595

愛西市 8 46 148

清須市 7 27 91

北名古屋市 7 40 208

弥富市 4 25 148

みよし市 12 38 227

市町村名 団数 指導者数 団員数

あま市 21 75 399

豊山町 1 31 204

大口町 4 21 102

扶桑町 1 3 12

大治町 7 32 197

蟹江町 16 74 516

飛島村 4 29 73

阿久比町 5 22 212

東浦町 12 36 190

美浜町 1 3 16

設楽町 4 14 81

東栄町 2 5 67

合計 712 2,945 16,660

令和元年度 787 5,185 19,841

増減 -75 -2,240 -3,181 

スポーツ少年団だより
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愛知県スポーツ少年団競技別交流大会（5競技）
◆第42回軟式野球交流大会◆

5月16日（土）、17日（日）、23日（土）、24日（日）に日進市の愛知県
口論義運動公園野球場にて予定されておりましたが、新型コロ
ナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から中止となりまし
た。

◆第１8回バレーボール交流大会◆
10月18日（日）に江南市のＫＴＸアリーナ（江南市スポーツ

センター）にて県内各地区の予選を勝ち抜いた女子16チー
ム、男子10チームが参加し、熱戦が繰り広げられました。
※ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止により全国大

会・東海大会は中止となりました。
『男子の部』
優　勝　鳴東ＶＢＣ（名古屋市）
準優勝　ＦＩＮＳ南ジュニアバレーボール（豊橋市）
第 3 位　 六南クラブ（岡崎市） 

安城排球教室　輝（安城市）

『女子の部』
優　勝　七宝ミラクルバレーボール（あま市）
準優勝　美川バレーボールクラブ（岡崎市）
第 3 位　 はやてバレーボール（名古屋市） 

小坂スピリッツ（名古屋市）

◆第43回剣道交流大会◆
12月6日（日）に刈谷市の刈谷市体育館にて予定されており

ましたが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観
点から中止となりました。

令和2年度日本スポーツ少年団シニア・リーダースクール
期　日：9月19日（土）～9月22日（火・祝）
場　所：国立中央青少年交流の家（静岡県）
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から中止

となりました。

第51回東海ブロックスポーツ少年大会
期　日：8月21日（金）～8月23日（日）
場　所：県立鈴鹿青少年センター（三重県）
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から中

止となりました。

第32回東海ブロックスポーツ少年団競技別交流大会
この大会はスポーツ少年団の交流を目的として開催して

おり、東海4県にて1競技ずつ開催しております。今年度は下
記の日程にて実施されました。
バレーボール： 12月20日（日）愛知県 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止
の観点から中止

ソフトボール： 11月15日（日）静岡県 
（愛知県より指導者2名、団員11名参加）

軟式野球　　： 6月6日（土）岐阜県 
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止
の観点から中止

サッカー　　： 12月19日（土）岐阜県 
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止
の観点から中止

愛知県スポーツ少年団ジュニア・リーダースクール

市区町村、地域におけるスポーツ少年団を活発にするた
めや、将来にわたる指導者、支援者を養成するために、愛知
県スポーツ少年団ジュニア・リーダースクールを9月19日
（土）～21日（月・祝）の2泊3日にわたり開催しました。会場の
愛知県青年の家には、県内各地から11名の団員たちが集い、
単位団でのリーダーとして活動する団員について学びまし
た。なお、新型コロナウイルス感染症対策ガイドラインを作
成し、スクーリングの内容は密を避ける等工夫をしながら
リーダー会中心に計画し実施しました。
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◆第１１回ソフトボール交流大会◆
10月24日（土）に尾張旭市の南グランドにて女子4チームが

参加し、熱戦が繰り広げられました。
『女子の部』
優　勝　稲沢東（稲沢市）
準優勝　小正（稲沢市）
第 3 位　 浅井少女ソフト（一宮市） 

ＫＡＮＩＥクインズ（蟹江町）

『男子の部』
出場チーム数が不足したため、中止となりました。

◆第37回サッカー交流大会◆
11月7日（土）・14日（土）に蒲郡市の海陽多目的広場にて県内

各地区の予選会を勝ち抜いた16チームが参加し、熱戦が繰
り広げられました。

優　勝　FCプログレス（豊橋市）
準優勝　F.Cサザンフォックス（豊橋市）
第 3 位　 刈谷トラヴェッソSC（刈谷市） 

刈谷南フットボールクラブ（刈谷市）

ＳＣネットワークあいちだより
SCネットワークあいち事業紹介
　ＳＣネットワークあいちは、県内の総合型地域スポーツクラブの相互支援組織として、研修会、交流会等の事業を行ってお

ります。今年度の交流会は新型コロナウイルス感染症対策を実施した上で、10月4日（日）に武豊町総合体育館で開催いたしまし

た。今年度は、日本スポーツ協会のアクティブチャイルドプログラムを活用した運動遊び促進事業を活用し、小学1～3年生向

けの「運動遊びを楽しもう！」と「ミニバス交流会」を実施しました。新型コロナウイルス感染症の影響で運動機会が減少して

いた子ども達も多かったようですが、運動遊びやミニバスケットを行うことで体を動かす楽しさを再確認できたことと思い

ます。ミニバス交流大会終了後は愛知県アスレティックトレーナー連絡協議会から派遣された加藤トレーナーと佐藤トレー

ナーによるストレッチ講座が行われ、運動後の体のケアについて学びました。

　実施ガイドラインの作成や、検温、体調チェックシートの提出、小まめな消毒など、行わなければならないことも多かったで

すが、対策を行った上で事業を実施することができ、参加クラブの参考にもなりました。

　今後の研修会の予定は以下の通りとなっております。総合型地域スポーツクラブ関係者の方は是非ともご出席ください。

研修会　令和3年2月13日（土）13:15～16:45

会　場　愛知県教育会館

テーマ　 オンラインミーティング、オンライン申込ツールの紹介と体験会
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愛知県スポーツ指導者連絡協議会だより
▽第2回愛知県スポーツ指導者研修会を開催しました。
　去る令和2年11月14日（土）、ウィルあいち「ウィルホール」に
おいて指導者285名の参加を得て開催しました。講演は下記
のとおりです。
講演Ⅰ　「 スポーツボランティアの効果と課題」
　講師　 市民スポーツボランティア東海　幹事長　
 榊原　考佐　氏
講演Ⅱ　「 被害者ゼロの指導を目指して
 ～指導者が気をつけるべきハラスメント問題～」
　講師　 弁護士法人TRUTH＆TRUST　弁護士　
 金刺　廣長　氏
　なお、令和3年度は年2回の開催を予定しております。開催
のお知らせにつきましては、本会ホームページに掲載する
予定ですのでご覧ください。

愛知県スポーツ少年団指導者協議会だより
　愛知県スポーツ少年団指導者協議会中央研修会を開催し
ます。
期日　令和3年2月20日（土）　午後2時開会
会場　愛知県教育会館　会議室
内容　 『スポーツ・コンプライアンスって何？ースポーツの

価値を守るー』
講師　 スポーツ・コンプライアンス教育振興機構　代表理事／

東京健康リハビリテーション総合研究所　所長／
　　　東京大学名誉教授　武藤　芳照　氏
※ お申込み等詳細は、各市町村スポーツ少年団事務局へお

問合せ下さい。

スポーツドクター愛知県連絡協議会だより
　今年度は新型コロナウイルス感染症拡大に伴い年1回で
行われる研修会は開催することができませんでした。また、
市町村や競技団体の開催するスポーツ関連事業への派遣も
数多くが中止になり、第75回国民体育大会本大会における
選手団への帯同もありませんでした。
　第76回国民体育大会冬季大会においては、愛知県選手団
に帯同し選手をサポートする予定です。

愛知県アスレティックトレーナー連絡協議会だより
新型コロナウイルス感染症（COVID-19）により、様々な

影響が及ぶなか、当会では感染拡大予防も鑑み、Web機能を
活用しながら様々な研修・交流事業に取り組んでおります。
１．活動報告

8月23日（日）に「女性アスリート特有の疾患に対するサ
ポート」をテーマとして、『会員限定のWeb講習会』を開催い
たしました。2名の女性アスレティックトレーナーの先生方
に事例提示を頂いたのち、50名を超える参加者が5グループ
に分かれ、ディスカッションを行いました。お子様と一緒に
ご参加いただいた方もいらっしゃり、女性トレーナーのラ
イフスタイルにも寄り添う、Web開催ならではの会となり
ました。

10月3日（土）17:00～18:30（参加者24名）と10月8日（木）20:00～
21:30（参加者16名）に『第2回アスレティックトレーナーズ
WEBミーティング』を開催いたしました。今回は、第1回開
催後のアンケートから、「参加したくても時間の都合が合
わない」という会員の声をもとに、同じテーマで2回開催す
るという初の試みを行い、多くの方にご参加頂きました。

「スポーツ外傷・障害予防とパフォーマンス向上のためのト
レーニング」をテーマとし、活動経験豊富な会員がファシリ
テーターとなり、ディスカッション形式で行いました。さら
に新たな試みとして、終了後に一定の時間を設け、連絡先の
交換や情報交換の場として活用していただき、有意義な会
となりました。
2．今後の予定
　12月20日（日）に『第12回研修会』をWebにて開催する予
定となっております。「疲労骨折を予防するためのコンディ
ショニング」をテーマとし、3名の先生方からの講演と、4名
の先生方からの事例提示を頂きます。疲労骨折予防のため
の基礎から応用を学ぶ絶好の機会になるかと思います。ま
た、新たな試みとして終了後のオンデマンド配信を企画し
ております。詳細は愛知県アスレティックトレーナー連絡
協議会の公式ブログでご確認ください。
その他に、2021年1月27日から愛知県で開催予定の冬の国体

「夢！きらリンク愛知国体」のスケート競技会場において、
会員によるトレーナー活動を予定しております。また、昨
年度はコロナウイルス感染拡大防止のため中止となりまし
た、「名古屋ウィメンズマラソンでのランナーズサポート」
についても、2021年3月の開催に向けて実施する予定で準備
しております。今後とも当会の活動にご理解ご協力のほど
よろしくお願い申し上げます。
 （記：理事・倉持梨恵子）
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運動遊びを楽しもう！
「運動遊びを楽しもう！」とは？
日本スポーツ協会が開発した、子どもの運動不足解消のための運動機会創出プラン「アクティブチャイルドプログラム」を
活用した運動遊び促進事業で、子どもたちが身体を動かすことの楽しさを体験する機会を提供するために、愛知県では小学生
を対象とし、令和２年９月～１１月に８回実施しました。
アクティブチャイルドプログラムの詳細については、日本スポーツ協会の「ACP総合サイト」（https://www.japan-
sports.or.jp/Portals/0/acp/）をご覧ください。手軽にできて、子どもたちが夢中になれる運動遊びがたくさん掲載されてい
ます。今後の活動に是非お役立てください。

事業実施風景

日程・スペシャルゲスト（敬称略）
●９月２6日（土）パークアリーナ小牧
　篠邉保（ソフトテニス・元実業団）

●９月２7日（日）大口町中央公民館
　平田典靖（バトミントン・元日本代表）

●１0月4日（日）武豊町総合体育館
　�ルンゲ春香（バスケットボール・元WJBL
羽田ヴィッキーズ）

●１0月１８日（日）スカイホール豊田
　�坂爪亮介（スケートショートトラック・平
昌五輪代表）

●１１月7日（土）瀬戸市体育館
　田中茂（ハンドボール・元日本代表）

●１１月２１日（土）豊橋市飯村地区体育館
　錦織拓（ホッケー・元実業団）

●１１月２２日（日）武豊町総合体育館
　青山繫（バレーボール・バルセロナ五輪代表）

●１１月２８日（土）いちのみや中央プラザ
　新井翔太、瀧澤瞳子、山中みなみ
　（ハンドボール・HC名古屋）

受付で体調チェ
ックをし、活動中も
こまめに消毒をし
て、新型コロナウイ
ルス感染症対策を徹
底しました。

講師
吉田繁敬
谷嵜好美
横山龍子

あっという
間に90分・・

・

楽しかった
ー！

たくさん動いて…

夢中になって

ご協力いただいた皆さまに御礼を申し上げます。



第 123 号（8）

　賛助会員としてご協力いただいた皆さま方には、厚く御礼申し上げます。今後とも引き続き、賛助会員として本協会にご支
援賜りますようお願い申し上げます。
　なお、掲載を辞退された会員様につきましては、掲載を控えさせていただきます。 （申込順・敬称略）
（法人・団体）
近藤産興株式会社
株式会社愛知さなげゴルフ場
株式会社金工堂
加藤徽章店
株式会社杉浦製作所
愛知水泳協会
広中電機株式会社
株式会社南山カントリークラブ
十六コンピュータサービス株式会社
名古屋競馬株式会社
豊田合成株式会社
株式会社テツ・コーポレーション
株式会社オフィスマリーン
東邦ガス株式会社
名鉄観光サービス株式会社
学校法人桜花学園
公益社団法人愛知県医師会
医療法人承継会
学校法人東海学園
ノノヤマ洋服株式会社
学校法人名古屋学院大学
株式会社星ケ丘ボウル
豊島株式会社
大塚製薬株式会社
学校法人名古屋電気学園
株式会社ティーブイエスネクスト

学校法人至学館
東海設備株式会社
品野台カントリークラブ（品野台開発）
オカザキ製パン株式会社
株式会社啓文社
有限会社エステートリョウセイ
アイシン精機株式会社
大同特殊鋼株式会社
株式会社ジェイテクト
東海テレビ放送株式会社
中部電力株式会社
株式会社豊田自動織機
株式会社デンソー
東海旅客鉄道株式会社
トヨタ自動車株式会社
トヨタ車体株式会社
富士ビジネス・マシンズ株式会社
株式会社フォーバル
愛知県スポーツ指導者連絡協議会
愛知県スポーツ少年団指導者協議会
スポーツドクター愛知県連絡協議会
愛知スポーツマンクラブ
スポーツ安全協会愛知県支部
（加盟団体）
愛知体操協会
愛知県バウンドテニス協会
愛知県アーチェリー協会

愛知ウエイトリフテイング協会
愛知県綱引連盟
公益財団法人愛知県サッカー協会
一般財団法人愛知県剣道連盟
愛知県ソフトボール協会
碧南市スポーツ協会
愛知県卓球協会
愛知県テニス協会
愛知県ボウリング連盟
一般社団法人愛知県ラグビーフットボール協会
愛知県ボクシング連盟
一般財団法人愛知陸上競技協会
公益社団法人愛知県スキー連盟
愛知県バトン協会
愛知県馬術連盟
一般社団法人愛知ホッケー協会
愛知県空手道連盟
一般社団法人愛知水泳連盟
愛知県ハンドボール協会
愛知県カヌー協会
愛知県エアロビック連盟
一般社団法人愛知県弓道連盟
愛知県日本拳法連盟
愛知県ソフトテニス連盟
愛知県グラウンド・ゴルフ協会
愛知県軟式野球連盟
愛知県スケート連盟

（個人）
松本　康夫
佐藤　丈能
二村　高博
井本　憲二
石川　和子
宇佐美義光
林　　敏幸
古賀　久男
竹川　　豊
清水　美江
大元　　司
浅野　國光
鈴木　博夫
渡辺　　昇
稲垣　　裕

山口　康男
寺田　秀樹
吉田日支雄
今井　久夫
城山　新也
鈴木　敏夫
吉田　和夫
松澤　則明
田口　一子
寺澤　和世
古田千加男
遠山　圭三
西　　久夫
渡邊　一平
木村　洋一
伊藤　壽治

宍戸やう子
竹内　外夫
髙橋美代子
太田加寿子
柏井　義晴
丸山　　悟
鈴木　　元
堤　　利枝
玉井　信治
山田　陽清
伊藤　　稔
井上　康司
多湖由美子
三浦　俊正
木村美代子
髙岡　義伸

廣　　美里
佐伯　悦子
山南　宏一
長尾又兵衛
橋本　允至
伊藤　久夫
土川美和子
鈴木　弘康
山田　政功
小林　良一
齋藤　　覺
浅野　由佳
越野　基洋
村松　法子
松木　勝紘
伊藤　信義

岩間己喜夫
加藤　一代
小島　勇夫
六鹿　恵子
大河内廣之
山口　智美
田中　良夫
藤吉　純一
山村　孝夫
礒貝　昭男
吉田　隆雄
小林　重光
林　　俊夫
山﨑　幸子
安藤　　治
眞野千惠子

久野　剛生
久野千嘉子
三嶋　淳司
鈴木　　学
山崎　朱美
野崎　正浩
大波多廣一
清水　善勝
村木　啓作
茶谷　和彦
山田　敏勝
中野　義光
古本　恭久
船水　昭宏
平岩　成晃
水谷　正勝

神谷　時好
堀尾　　貢
北村　幸子
衣笠　祥子
野村　彰央
井内　隆成
鈴木　園美
西　　崇秀
谷山由香利
山﨑　敏江
箕輪田　晃
加藤　順一
松山　好弘
山本　洋市
神谷美也子
鬼頭　節子

藤井　照男
山田順一郎
安田　好文
戸田　久晶
廣瀬　佳代
二村　京子
後藤　泰之
原田　郁郎
山本　美帆

私たちは愛知のスポーツを応援しています！！
（公財）愛知県スポーツ協会賛助会員　 令和2年12月現在　
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○公益社団法人愛知県スキー連盟
　当連盟では、スノースポーツに取り組む県民の方々を応
援し、自然の中で楽しく活動できる大会、イベントを実施し
ております。ぜひご参加下さい。
　詳細は当連盟のホームページ（https://ski.aichi.jp/info/
index.html）ご覧ください。
▽愛知県スキーフェスティバル2０21
日 時　 令和3年3月6日（土）　 

ジャイアントスラローム競技
　　　　 （旗門で規制したコースを滑り、所要タイムを競う

競技）
　　　　令和3年3月7日（日）　パラレルスラローム競技
　　　　 （並列した同じ旗門設定のコースを2人の選手が同

時に滑走する競技）
会 場　 ほおのき平スキー場　 

（岐阜県高山市丹生川町久手）
集 合　スキーセンター2階　（0577-79-2244）
対 象　アルペンスキー経験者
　　　　 大会開催日有効の傷害保険に加入済みであること
　　　　※当連盟登録者以外の方もご参加できます。
参加費　一般　4,400円（1種目）
　　　　 中学生以下　2,200円（1種目）
申込み　 令和3年2月11日（木）までに当連盟ホームページよ

りお申込み下さい。
　　　　 （https://ski.aichi.jp/info/games/202021_games/

schedule_202021_alpen_games.html）
問合先　愛知県スキー連盟事務局　（052-757-6277）

▽AiKids SNOW CLUB(アイキッズスノウクラブ)会員募集
　アイキッズスノウクラブとは、スキー場に出かけ、ス
キー・スノーボードを手軽に始めてほしい、またそれぞれの
スキー場で味わえる各種アクティビティを知ってほしいと
の思いから、愛知県スキー連盟が実施しているクラブ（小学
生限定）です。
対 象　小学生　
年会費　2,000円
募集期間　令和2年11月1日～令和3年3月1日
　　　　 ご入会のお申込み・特典の詳細はAiKids SNOW 

CLUB ウェブサイト（https://ski-aichi.jp/aikids/）
まで。

○一般社団法人スポーツクラブ東海
　本年度で、設立10周年を迎えることができました。記念事
業等を企画しておりましたが、新型コロナウイルス感染症
拡大防止のため、延期いたしました。感染状況や関係機関の
動向を考慮しつつ、気持ちも新たに、来年度の記念事業開催
に向けて、準備を進めていきたいと思います。
▽✿春だ！わくわくキッズ「スポーツ体験会」✿
　子どもたちがスポーツを楽しむきっかけづくり、適正競
技を見つける機会として、スポーツ体験会を開催します。
実施日　2月～3月
対 象　東海市在住・在学・在園の年長児から小学3年生
種 目　 バレーボール・空手・柔道・バスケットボール・剣

道・水泳・卓球・バドミントン・陸上・軟式野球・ソ
フトテニス・サッカー

問合先　スポーツクラブ東海事務局　℡（0562）39-4050
　　　　URL http://www.medias.ne.jp/~sc-tokai

○一宮市スポーツ協会
　一宮市は、1921（大正10）年9月1日に誕生し、今年2021（令
和3）年に市制施行100周年を迎えます。この節目の年を、「健
康・元気」をテーマとし、地元への誇りや愛着を育む機会に
したいと考えております。
　記念事業の一環としまして、シンポジウムの開催を予定
している他、市民参加型の「いちのみや市100周年」ならでは
の事業を幅広く展開してまいります。
　また、100周年を迎える4月には、尾張地区で初の中核市に
移行します。保健所の設置や福祉に関するワンストップ相
談窓口の開設など、中核市移行によって得られる新たなメ
リットを活かし、市民サービスを充実させてまいります。
　新型コロナウイルスの状況が厳しい折ではございます
が、100周年が次の100年に向けた飛躍・発展の契機となるよ
う、多くの皆さんと知恵を出し合いながら、まちの魅力を一
層高め、「人もまちも健康・元気」な笑顔と活力あふれるまち

「一宮」を次世代に引き継いでまいりますので、ご支援とご
協力をお願い申し上げます。

加盟団体だより
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○半田市スポーツ協会
▽半田市スポーツ協会表彰式
　半田市スポーツ協会では、スポーツ分野で活躍した方の
表彰式を下記の要領で行います。観覧自由、参加無料ですの
で、是非おこしください。
　新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、マスクの
着用や手洗い・消毒等ご協力いただきますようお願いしま
す。
日 時　令和3年2月13日（土）　午前10時30分～
場 所　アイプラザ半田　講堂
　　　　半田市東洋町1－8
問合先　半田市役所スポーツ課内
　　　　電話（0569）22－1184
　　　　 https://www.city.handa.lg.jp/sports/bunka/

leisure/leisure/hyousyou.html

○一般財団法人愛知陸上競技協会
　日本陸上競技連盟の指導があり、昨年の4月から中止して
いた競技会を愛知陸協では7月より再開いたしました。ただ
コロナの感染状況により、残念ながら止む無く開催できな
い競技会も多くありました。今後コロナウイルス感染症が
収束に向かい競技会が正常に開催できることを期待してお
ります。

▽以下は県内開催予定で中止となった主な大会
　〇 第63回東海陸上競技選手権大会 

（2020.8パロマスタジアム）
　○ 第6回東海小学生陸上競技選手権大会 

（　　   　　〃　  　　　）
　〇 第15回愛知県市町村対抗駅伝競走大会 

（2020.12愛・地球博記念公園）
　〇 第43回読売犬山ハーフマラソン（2021.2犬山市内）
　〇 穂の国・豊橋ハーフマラソン 

（2021.3豊橋市内・通常開催の中止）

▽今後の主な競技会
　〇 元旦競歩競技大会（2021.1）知多運動公園陸上競技場
　〇 愛知競歩競技会（2021.2瑞穂北陸上競技場）
　〇 マラソンフェスティバル ナゴヤ ・愛知2021 

（2021.3名古屋市内）
　　・名古屋ウィメンズマラソン2021（42.195km）
　　・ 名古屋シティマラソン2021 

（ハーフマラソン・ホイールチェアマラソン）

問合先　 （一財）愛知陸上競技協会　052-249-4363までお願
いします。

　愛知県スポーツ協会関係者ならびにスポーツ団体で、
この秋に表彰を受賞された方々を御紹介いたします。（敬
称略）

叙勲〔旭日双光章〕
 元　（公財）日本ソフトテニス連盟理事　齊藤　元三

愛知県表彰〔教育文化功労者〕
 元　愛知体操協会副会長（愛知県スポーツ協会参与）
堀尾　雅明
 愛知県ハンドボール協会副会長（愛知県スポーツ協会
顧問）　村木　啓作

日本スポーツ協会公認スポーツ指導者表彰
甲斐　伸一（ライフル射撃）
榎本　幹夫（弓道）
𠮷金　清文（ボウリング）
𠮷田　和雄（スポーツドクター）

生涯スポーツ功労者・優良団体表彰（文部科学大臣表彰）
〔生涯スポーツ功労者〕

名古屋市体育協会会長（愛知県スポーツ協会顧問）　
　加藤　常文
〔生涯スポーツ優良団体〕

知立みなみスポーツ・文化クラブ

祝 秋の表彰 公認スポーツ指導者資格
新型コロナウイルス感染拡大に伴う
202１年１0月１日付更新登録に関する取り扱いについて
　昨今の新型コロナウイルスの感染拡大を受け、日本ス
ポーツ協会より特例措置が出されております。該当する
方は、日本スポーツ協会のホームページをご確認くださ
い。
■対象者
・ 資格有効期限：2021年9月30日
・  資格の種類：以下の資格・競技を除くすべての資格・競技
【対象外の資格・競技】…競技別指導者資格（水泳、サッ
カー、テニス、バスケットボール、バドミントン、剣道、空
手道、エアロビック［コーチ4のみ］、プロゴルフ、プロテ
ニス、プロスキー、スクーバ・ダイビング）、スポーツド
クター、スポーツデンティスト、アスレティックトレー
ナー、スポーツ栄養士、クラブマネジャー
※ 資格を複数保有している方は、資格によって要件が異

なる場合があります。
■対応
　上記の対象者については、所定の更新研修の受講状況
に関わらず、2021年10月1日付の登録手続きの対象といた
します。
▼詳細はこちら
https://www.japan-sports.or.jp/coach/news/tabid884.
html?itemid=4209 



傷害保険金額

死亡 後遺障害
（最高）

事故の日からその日を
含めて180日以内

賠償責任保険 突然死葬祭
費用保険

支払限度額（免責金額なし）
支払限度額

加入
対象者 補償対象となる団体・グループ活動 年間掛金

（1人当たり）

小さな掛金、大きな補償

令和2年12月作成　20-TC06924

〈引受幹事保険会社〉
東京海上日動火災保険株式会社
担当課 公務第2部 文教公務室

〈共同引受保険会社（令和3年4月予定）〉
あいおいニッセイ同和  共栄火災  損保ジャパン  大同火災  東京海上日動  日新火災  三井住友海上  AIG損保

　   0120-233-801
（平日9：00～17：00）

この広告はスポーツ安全保険の概要についてご紹介したものです。ご加入の際には、必ず「スポーツ安全保険のあらまし」および「重要事項説明書」をよく
お読みください。詳細は保険約款および特約書によりますが、ご不明の点がございましたら（公財）スポーツ安全協会または東京海上日動火災保険（株）
までお問い合わせください。

検索スポーツ安全保険保険の詳しい内容、資料の請求は、ホームページをご覧ください。
ご加入はインターネットからのお手続きが便利です。

対象となる事故

団体・グループ活動中の事故/往復中の事故

A4_sports

保険期間

令和3年4月1日午前0時から
令和4年3月31日午後12時まで

4名以上の団体・グループで
ご加入ください。

4名以上の団体・グループで
ご加入ください。

加入区分・掛金・補償額

1,450
円

800
円

11,000
円

800
円

1,500
円

2,000
円

1,500
円

1,000
円

1,500
円

1,000
円

4,000
円

5,000
円

4,000
円

1,800
円

4,000
円

1,800
円

3,000
万円

3,150
万円

3,000
万円

900
万円

3,000
万円

750
万円

2,000
万円

2,100
万円

2,000
万円

600
万円

2,000
万円

500
万円

1,850
円

上記団体活動に加え、個人活動も対象

準備・片付け・応援・団体員の送迎
文化活動

スポーツ活動

スポーツ活動（指導・審判を含む）

危険度の高いスポーツ（指導・審判を含む）

地域活動ボランティア活動

文化活動 地域活動ボランティア活動

1,200
円

自動車事故に
よって賠償責任
を負った場合は、
補償の対象とな
りません。

！

180万円

180万円

500万円対人・対物賠償
合算1事故

全年齢

上段：団体活動中およびその往復中の補償額
下段：上記以外（個人活動など）の補償額

※右記年齢の判断は、「令和3年4月1日」
と「掛金の支払い手続きを行う日」のい
ずれか遅い日の年齢を基準とします。
※A2区分で対象となる活動も補償され
ます。

※スポーツ活動中の事故は補償の対象と
なりません。

※特別支
援学校
高等部
の生徒
を含む

（　　）
子ども
中学生
以下

（　　）高校生
以上

大人

年間掛金には、制度運営費（10円）が含まれます。

対象外

5億
500万円

（ （

（
対人・対物賠償
合算1事故
ただし、対人賠償は
1人 1億500万円

5億円
（
対人・対物賠償
合算1事故
ただし、対人賠償は

1人 1億円

（
5億円

（
対人・対物賠償
合算1事故
ただし、対人賠償は

1人 1億円

熱中症および細菌性・ウイルス性食中毒の
場合、保険金額はA1区分と同額

入院日額
1日目から/
180日限度

通院日額
1日目から/
30日限度 （（（（加入

区分

AW

A1

D

C
64歳以下

B
65歳以上

500
円

1,000
円

150
万円

100
万円

熱中症および細菌性・ウイルス性食中毒は
対象となりません。

A2
A2区分は
65歳以上
の方も加入
できます。

052-264-4048 電話受付時間　午前9時～ 12時、午後1時～午後5時（土、日、祝日を除く。）

愛知県支部




