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今こそ、スポーツで岐阜を元気に
　私たちは現在、新型コロナウイルス感染症の影響により、
生活のあらゆる場面において、様々な制約を受けております。
　私たちがスポーツから得られる「喜び」「感動」「爽快感」「達
成感」「一体感」など、スポーツの素晴らしさを改めて感じ
ることとなった今、私たち岐阜県スポーツ協会は、今こそ、
スポーツで岐阜を元気にできるよう知恵を出し、工夫を凝ら
しながら、様々なことに挑戦していきます。

公益財団法人　岐阜県スポーツ協会

会　長　　田口　義隆 野　球　金メダル     バドミントン　女子ダブルス　５位
　菊池 涼介　広島東洋カープ    　福島 由紀　廣田 彩花　（株）丸杉

ボクシング　フライ級　銅メダル   新体操　８位
　田中 亮明　中京高等学校教諭   　鈴木 歩佳　日本体育大学

スケートボード　パーク４位    　松原 梨恵　東海東京フィナンシャルホールディングス（株）
　岡本 碧優　長森南中学校    フェンシング　エペ個人
馬　術　総合馬術個人４位　総合馬術団体  　佐藤 希望　大垣共立銀行
　戸本 一真　JRA 馬事公苑    カヌー　カナディアンシングル 200ｍ・カナディアンペア 500ｍ
フェンシング　サーブル団体５位　サーブル個人 　久保田 愛夏　（公社）ぎふ瑞穂スポーツガーデン
　田村 紀佳　 旭興業（株）    自転車　オムニアム
フェンシング　フルーレ団体６位   　橋本 英也　日本競輪選手会
　辻 すみれ　朝日大学    陸　上　女子 10000m
       　安藤 友香　（株）ワコール

ホッケー女子
　田中 花歩　永井 葉月　永井 友理　星 希巳加　真野 由佳梨　ソニー HC ブラビアレディース

　及川 栞　瀬川 真帆　東京ヴェルディホッケーチーム 
　浅野 祥代　（株）岐阜多田精機　鳥山 麻衣　南都銀行 
ホッケー男子 
　田中 世蓮　福田 健太郎　山田 翔太　（公社）ぎふ瑞穂スポーツガーデン 
　永井 祐真　ホンダロジコム（株）　山﨑 晃嗣　（株）SCREEN ホールディングス 

　吉川 貴史　中日コプロ（株） 

水　球 
　足立 聖弥　（株）イカイ　志水 祐介　棚村 克行　ブルボンウォーターポロクラブ柏崎

12 競技 32 名出場
田中亮明 選手（ボクシング フライ級 銅メダル）
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※掲載内容は 1 月 31 日時点のものです。北京 2022 冬季オリンピックについては次号で掲載予定です。
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CP（アクティブ・チャイルド・プログラム）は、公益財団法人日本スポー
ツ協会（JSPO）が開発したプログラムです。子どもが、その発達段

階に応じて身に付けておくことが望ましい身体の動きを習得するプログラム
のことを“ACP”と呼びます。我々は、その JSPO の取り組みに賛同し、
岐阜県内で普及活動を展開しています。令和 2 年度は、JSPO から委託を受
け、県内各地の様々なスポーツ関係団体に、この ACP を実践いただきました。

ュニア・リーダースクールは、将来、スポーツ少年団
の未来を担っていくリーダーの資質向上を図ることを

目的として実施しています。
　今年度は、小 5 ～中 3 までの 8 名の団員が 2 日間のプログ
ラムに参加し、スポーツ少年団の歴史やリーダーとしての役
割を学習しました。また、「オリエンテーリング」や「モルック」
など、様々な野外活動を、参加者みんなで体験し楽しみました。
さらに、グループワークでは、岐阜大学 春日研究室の大学生
のサポートのもと、団員自身がそれぞれ新しい運動遊びを考
え、仲間に披露することができました。

シスタントマネジャーは、JSPO の公認スポーツ指導者
資格の１つで、岐阜県においては総合型地域スポーツク

ラブ関係者、市町村行政生涯スポーツ担当者、総合型クラブに
興味のある方を対象とし、スポーツ団体のマネジメント能力を
有した人材を養成する事業として行っています。
　近年“マネジメント”という言葉を様々なところで耳にします。
スポーツ界においても、団体の運営や指導現場等におけるマネ
ジメントの重要性が認識されるようになっています。

　令和３年度の活動風景
は、YouTube で公開して
います。下記 QR コード

（左）を読み取り、ご覧い
ただくことができます。ま
た、JSPO－ACP 特設サイ
トは、下記 QR コード（右）
をご参照ください。

　令和３年度は、岐阜大学の春日教授を中心に、プロ
バスケットボールチームである岐阜スゥープス、ダンス
考案と指導の実績があるキッズコネクト（株）と協力し、

“つよいぞ！ぎふっ子プロジェクト”を立ち上げました。
　このプロジェクトでは、ACP に、さらにリズム感をプ
ラスした「ぎふっ子ダンス」という ACP リズムダンス
を独自に考案し、JSPO が考える望ましい身体の動きの
習得に加え、幼少期においてリズム感の獲得も目指し
ます。県内の小学校 20 校、幼児園 8 園、特別支援学
校 1 校においてプログラムを展開しましたが、これも
JSPO から委託を受け、実施いたしました。

　２日目終了時の参加者の表情は、事業実
施前に比べ、とてもイキイキとしており、
大きな成長を感じることができました。最
後には全課程を修了した８名を「日本ス
ポーツ少年団ジュニア・リーダー」として
認定し、認定証を交付しました。
　今回の参加者が将来、スポーツ少年団の
指導者として活躍されることを楽しみにし
ています。

この制度は、総合型地域スポーツクラブが他団体と
パートナーシップを構築し、公益的な事業体としての
役割を果たすために始まる全国統一の制度です。令和
４年度よりスタートします。

総合型地域スポーツクラブ
登録・認証制度が始まります！

TOPIC1
つよいぞ！
ぎふっ子プロジェクト

TOPIC3
スポーツ少年団
ジュニア・リーダースクール

TOPIC2 アシスタントマネジャー
養成講習会

ジ

詳細はこちらから

ア

YouTube ACP 特設サイト

“健康” “SPORTS”
Ａ
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Ⓒ岐阜県 清流の国ぎふ・ミナモ #1049銀嶺に　きらめく夢は　無限大
国 体国 体Go To

▲岐阜県スポーツ協会HP
（国民体育大会）

▲岐阜県スポーツ協会HP
（競技力向上）

　令和 3 年 1 月 27 日から 5 日間、『クリス
タルパーク恵那スケート場』にて開催しま
した。
　9 年ぶりとなる本県での開催は、新型コロ
ナウイルスの影響により開催が危ぶまれま
したが、皆様のご協力によって、全日程を
終了することができました。
　全国各地から選手をはじめとする関係者
にご参加いただき、スポーツの魅力と感動
を全国に伝えられた大会となりました。

○岐阜県選手団
　・監督 4 名　　・選手 27 名（男子 16 名、女子 11 名）
　・都道府県別総合成績

天　皇　杯 皇　后　杯
得　点 順　位 得　点 順　位
67 点 9 位 20 点 20 位

成年男子 高田衛選手、石川将之選手（恵那市体育連盟
所属）の優勝をはじめ、13 選手 16 種目の入賞を果た
しました。
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Ⓒ岐阜県 清流の国ぎふ・ミナモ #1049銀嶺に　きらめく夢は　無限大
国 体国 体Go To

▲岐阜県スポーツ協会HP
（国民体育大会）

▲岐阜県スポーツ協会HP
（競技力向上）

　国民体育大会（以下、国体）は、毎年開催される日本最大の『スポーツの祭典』です。
　40 もの競技が都道府県対抗形式で、天皇杯（男女総合優勝）と皇后杯（女子総合優勝）
を巡る熱戦が繰り広げられます。
　本県は『天皇杯８位・皇后杯８位以内』を目標に活動しています。
　※過去の成績は HP に掲載していますので、ぜひご覧ください。

　国体に向けた競技力向上を目指し、競技団体が実施する強
化事業をサポートするため、下記の事業を推進しています。
　①国体強化対策事業
　②未来の清流アスリート育成事業
　③優秀指導者養成事業
　④特殊器具整備事業
　※詳しくは HP をご覧ください。

競技力向上対策事業1

　県清流の国推進部競技スポーツ課と連携し、競技担当と
競技団体による個別の検討会を年２回実施しています。
　国体に向けた目標と強化事業の進捗状況等を聴き取り、
競技団体と情報共有することで『チーム岐阜』としての意
識向上を推進しています。

競技力向上検討会2

　国体に参加する選手・監督・スタッフ・保護者等を対象に、
ドーピングに関する理解を深めるため、アンチ・ドーピン
グ研修会の開催やシール ( 右写真 ) の配布等を行っています。
　禁止薬物の乱用・誤用を防ぐため、競技団体に最新の情
報と知識を啓発しています。

アンチ・ドーピング啓発活動3
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東京 2020 オリンピック競技大会に帯同し、
スポーツ科学を活用して選手をサポート

　東京 2020 オリンピック競技大会 ホッケー男子日本代表チームの選手団として、岐阜朝日クラブ Blue 
Devils（日本リーグ 1 部所属）に所属する田中 世蓮、吉川 貴史、山田 翔太、山﨑 晃嗣、福田 健太郎、永
井 祐真の 6 選手が選出され、GSSC で上記選手のフィジカルトレーニングサポートを担当する黒澤 亮介が
コンディショニングコーチとしてチームに帯同しました。
　オリンピックではスポーツ科学を活用したコンディショニングやリカバリー等のサポートを行いました。

【オリンピックでのサポートに関する感想】
　オリンピックの舞台で目標とする結果を得るためには、様々な取り組みの中で質、量の面から改善を積
み重ね続けて他国の選手を上回るだけの準備をし、“心技体”の全てにおいて最高の状態に近づける必要
があると強く感じました。限られた準備期間の中でこのような状態を築いていくための効率的、有効な手
段の 1 つとして、スポーツ科学の果たす役割は今後益々大きくなっていくのではないかと感じています。
　日本選手団の一員として選出頂き、自国開催のオリンピックという大変貴重な場でサポートをさせて
頂けたことに対し、関係者の方々に感謝したいと思います。また、コロナ禍でのオリンピック開催に際し、
ご尽力を頂きました多くの方々にも感謝したいと思います。

【スタッフプロフィール】　黒澤 亮介
MSc、CSCS、NSCA-CPT、JATI-ATI。ポーツマス大学（英国）大学院博士前期課程（Master of Science 
in Sports Performance）修了。プロ、実業団チームの専属強化スタッフを経て、2015 年に研究員と
して GSSC に入職。2021 年より主任研究員。JOC 強化スタッフ（ホッケー 医・科学スタッフ）。
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東京 2020 パラリンピック競技大会で
諸石選手が銅メダル獲得！

　岐阜県の強化指定選手であり、岐阜県スポーツ科学センター（GSSC; Gifu Pref. Sports Science Center）
でサポートを行っている諸石 光照選手（各務原市出身、岐阜車いすテニスクラブ、EY Japan 所属）が東京
2020 パラリンピック競技大会 車いすテニス クアードダブルスに出場されました。3 位決定戦では、深夜に
まで及ぶ長時間の激闘の末、見事勝利し銅メダルを獲得されました。諸石選手はロンドン 2012 パラリンピッ
ク競技大会 同種目で 4 位、リオデジャネイロ 2016 パラリンピック競技大会 同種目で 5 位に入賞していま
したが、GSSC でのフィジカルトレーニングや練習時の映像分析などのサポートを受け、自身にとって 3 回
目となる自国開催のパラリンピックにて悲願のメダル獲得となりました。

HP Facebook

【パラリンピックを終えて、諸石選手にインタビューをさせていただきました。】
Ｑ：自国開催のパラリンピックで自身初となるメダルを獲得されて率直にどんなお気持ちですか？
Ａ： 54 歳でメダリストになることができ、嬉しく思っています。残存能力を最大限発揮できたのは日頃

のトレーニングの成果です。
Ｑ：今後の目標、今後に向けて今のお気持ちをお聞かせください
Ａ： もっともっとトレーニングに励み、成長した私をパリ 2024 パラリンピック競技大会でお見せでき

るよう頑張ります。
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施設・器具一覧

体育館

高気圧酸素カプセル
バランスボール
バレーボール用具
バドミントン用具

トレーニング室

パワーラック
ダンベル
ケトルベル
プライオボックス
TRX
バトルロープ
ウォーターバック
レッグエクステンション/ フレクション/ プレス
パワーマックス
エアロバイク
ワットバイク
低酸素室
ステップ台

③医・科学サポートのご紹介
・御嶽濁河高地トレーニングセンターでは、専
門スタッフが常駐し、スポーツ医科学の面から
利用者に向けたサポートを行っています（医・
科学サポート）。
　高地トレーニングは効果的な反面、平地での
トレーニングよりも大きな負荷がかかり、コン
ディションを崩しやすいと言われています。各
種サポートを通して、安全で効果的な高地トレー
ニング環境の提供を目指しています。

【サポート内容】
✓ 起床時コンディションチェック
　 ［アンケートによる主観的状態の聞き取り、尿検査など］
✓ トレーニング時の科学サポート
　 ［心拍数測定、血中乳酸測定など］
✓ 生化学検査
✓ 自律神経測定
✓ 血液検査
✓ 体組成測定
　 ［InBody 測定］

①東京オリンピック、パラリンピック
　出場選手が活用
・今年は東京オリンピック、パラリンピックが
開催されたことは記憶に新しいと思います。
　岐阜県は下呂市に位置する御嶽濁河高地ト
レーニングセンターでも、オリパラに向けた高
地合宿が行われていました。

②利用実績〜競技・種目〜
・小学生からトップアスリートまで、多種多様
な競技の方々にご利用いただきました。陸上中
長距離、競歩、自転車、トライアスロン、フィー
ルドホッケー、ハンドボール、バスケットボール、
バレーボール、ソフトボール、ラグビー、卓球、
バドミントン、アイスホッケー、スキー、空手、
柔道、テコンドー、レスリング、総合格闘技、
トランポリンなど、高地トレーニングの幅はと
ても広く、様々な競技種目に応じた施設・設備
がございます。

御嶽濁河高地トレーニングセンター

心拍測定機 InBody770

生化学分析機

TOKYO2020 
出場選手 合宿実績

▪ 田中希実 選手　（陸上トラック）

▪ 前田穂南 選手　（マラソン）

▪ 今井美穂 選手　（マウンテンバイク）

▪ 杉浦佳子 選手　（パラ自転車ロード）

▪ パラトライアスロンチーム
※順不同

8



HP Instagram Facebook
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国際大会や全国大会等が開催できる総合スポーツ施設
岐阜メモリアルセンター

で愛ドーム

長良川競技場
【規格等】
　グラウンド面積　20,867㎡
　日本陸上競技連盟第 1 種公認競技場
　国際陸上競技連盟クラス 2 公認競技場
　収容人数　26,109 席　メイン：7,416 人
　　　　　　　　　　  　サイド：8,936 人
　　　　　　　　　　  　バック：9,757 人

【主なイベント実績】
　・高橋尚子杯ぎふ清流ハーフマラソン
　・明治安田生命 J3 リーグ
　・ジャパンパラリンピック陸上競技大会
　・日本学生陸上競技対校選手権大会　など

その他にも様々なスポーツ施設があります！

【規格等】
　アリーナ面積　2,200㎡（40m × 55m）
　観客席　4,065 席　２Ｆ　：2,805 席
　　　　　　　　　  　可動席：1,260 席

【主なイベント実績】
　・V. LEAGUE DIVISION1.2
　・日本救急医学会総会・学術総会
　・大相撲改元記念岐阜場所　など

補助競技場
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国際大会や全国大会等が開催できる総合スポーツ施設
施設紹介

岐阜メモリアルセンター施設 
プロモーション動画公開中！！

【（公財）岐阜県スポー
ツ協会公式 YouTube
チャンネル】

岐阜メモリアルセンターは、指定管理者
である（公財）岐阜県スポーツ協会が管
理・運営を行っています。
岐阜メモリアルセンターの
ホームページは QR コード
で読み取れます。

長良川球場

長良川テニスプラザ

【規格等】
　グラウンド面積　13,233㎡
　両翼　97.6m　センター　122m
　収容人数　22,030 人　内野：13,894 人
　　　　　　　　　　  　外野： 8,136 人

【主なイベント実績】
　・プロ野球セ・リーグ公式戦
　・JABA ベーブルース杯争奪
　　全国社会人野球大会
　・全日本クラブ野球選手権大会　など

【規格等】
　コート面積　11,940㎡
　コート数　　センターコート　 1 面
　　　　　　　一般コート　　　16 面
　　　　　　　　　　    （うち屋内 4 面）
　収容人数　5,100 人　センター　2,845 人
　　　　　　　　　　  　メイン　　　655 人
　　　　　　　　　　  　サイド　　1,600 人

【主なイベント実績】
　・カンガルーカップ
　　国際女子オープンテニス
　・岐阜国際ジュニアテニストーナメント
　・全日本学生テニストーナメント　など

スポーツライフを楽しんで健康促進！！
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（公財）岐阜県スポーツ協会が主催している
イベントや取り組みなどを紹介します！

プロ野球公式戦

© 読売巨人軍

高橋尚子杯
ぎふ清流
ハーフ
マラソンカンガルーカップ

国際女子オープンテニス

ぎふスポーツフェアの運営

県民の皆様に楽しんでいただけるよう
プロスポーツや国際大会などを誘致しています！

大規模イベントの誘致

春のスポーツの一大イベント‼
いろいろなスポーツが岐阜メモリアルセンターで開催されます！
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みんなで力を合わせて
「オムニキン！」

車いすに乗って
シュート！届くかな？

イベント紹介 ❶

Be a HERO!!

運動が苦手な子が
集まってみんなで
チャレンジ！

誰だってHEROに
なれるんだ！

イベント紹介 ❷

イベント紹介 ❸

みんな集まれ！
レク☆パラひろば

スポーツを頑張る子どもたちを応援します‼

運動と憩いの場として、
どなたでも無料でご利用できます！

近隣住民の方々に
お花の手入れをしていただきました！

いつもありがとうございます！

輝け！未来のアスリート応援プロジェクト

無料開放事業（ウォーキング・
　 チャレンジデー） 環境整備への取り組み

その他にも楽しいイベントが盛り沢山！
詳しくはホームページへ

子ども運動チャレンジ教室

岐阜メモリアル
センター

イベント紹介
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SDGs は 2015 年 9 月の国連サミットで採択されたもので、国連加盟 193 か国が
2016 年から 2030 年の 15 年間で達成するために掲げた目標です。

『皆さん、　　　をご存じですか？』

当協会は、
ペットボトルゴミの削減に取り組んでいます。

良品計画（株）の「水プロジェクト」に賛同し、給水機を設置しました！

職員が撮影した当協会の四季を紹介します！
特集

　このプロジェクトは水道水を利
用しています。マイボトルを利用
することで１日１本でも空のペッ
トボトルを減らすことからはじめ
てみようという思いから設置しま
した。皆さんも岐阜メモリアルセ
ンターを訪れる際はマイボトルの
持参にご協力ください！給水機は
本館休憩室に設置しています。 Sports for all  推進費付き自動販売機

【自動販売機設置に係る推進費の流れ】

〈お申込み・お問い合わせ先〉
　公益財団法人岐阜県スポーツ協会 総務課 事業調整係　TEL：058-297-2567

福島 由紀 選手　廣田 彩花 選手
第 110 回全英オープンバドミントン選手権大会 女子ダブルス 優勝

バドミントンデンマークオープン 2020 女子ダブルス 優勝

令和２年度田口福寿会スポーツ賞

～田口福寿会スポーツ賞とは～

令和３年３月 10 日
岐阜県スポーツ協会表彰受賞式

国を代表する大会で優秀な成績を収めた
岐阜県選手又は岐阜県在住・在勤選手や
選手を直接育てた岐阜県出身指導者又は
岐阜県在住・在勤指導者が該当します。

受賞おめでとうございます！

　日本スポーツ協会オフィシャルパートナーである大塚製薬株
式会社の協力を得て、『Sports for all 推進費付き自動販売機設
置事業』を実施しています。この自動販売機の売上の一部（１
本に付き 10 円）が岐阜県のスポーツ振興に役立てられていま
す。趣旨にご賛同いただいて、令和３年 6 月末現在、岐阜県に
90 台が設置されています。設置にご協力いただきました皆様
に感謝を申し上げますとともに、今後ともご協力をいただきま
すようお願いします。Sports for all 推進費付き自動販売機ス
テッカーを見かけましたら是非ご利用ください。 なお、設置に伴う経費（行政財産使用料・電気料・設
置代等）は自動販売機業者が負担します。設置済みの大塚製薬（株）自動販売機も対象です。
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置代等）は自動販売機業者が負担します。設置済みの大塚製薬（株）自動販売機も対象です。
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 （敬称略、五十音順）

　（公財）岐阜県スポーツ協会の活動に深いご理解を賜り、ご支援ありがとうございます。
　今後ともご協力賜りますようお願いいたします。

▪（学）朝日大学　　　　　　▪（株）イワビシ　　　　　　　▪（株）大垣共立銀行
▪（株）ギデンテック　　　　▪（株）岐阜グランドホテル　　▪岐阜県剣道連盟
▪岐阜トヨタ自動車（株）　　▪（学）恵峰学園　　　　　　　▪澤田基朗
▪サンメッセ（株）　　　　　▪（株）十六銀行　　　　　　　▪昭和コンクリート工業（株）
▪昭和建物管理（株）　　　　▪大和証券（株）岐阜支店　　 ▪（株）トーカイ
▪日本ガード（株）　　　　　▪日本耐酸壜工業（株）　　　　▪濃飛西濃運輸（株）
▪濃飛倉庫運輸（株）　　　　▪丸山木材工業（株）（令和 4 年 1 月より丸山ホールディングスへ社名変更）

▪（株）丸杉　　　　　　　　▪ミズノ（株）中部支社　　　　 ▪名鉄観光サービス（株）岐阜支店

　公益財団法人岐阜県スポーツ協会は、広くスポーツを普及・推進し、岐阜県民の競技力
向上並びに健康増進・体力の向上を図り、健康で明るい生涯スポーツ社会を確立するため、
加盟団体（50 競技団体、36 郡市体育・スポーツ協会、3 学校体育団体及び岐阜県障害者
スポーツ協会）とともに関係機関団体のご指導と県民の皆様からのご協力を賜りながら、
積極的に数々の活動を実施しております。
　これらの事業の実施にかかる財源の一助として皆様のご協力が必要となります。つきま
しては、当協会の事業趣旨をご理解、ご賛同のうえ、皆々様からの賛助会員のお申込みを
賜りますようお願いいたします。

　賛助会費　　　団体会員　　1 口 5,000 円　　2 口以上
　　　　　　　　個人会員　　1 口 5,000 円　　1 口以上
　賛助会員の特典
　　⑴　広報誌「スポーツぎふ」を送呈いたします。
　　⑵　 広報誌「スポーツぎふ」及び当協会のホームページに、お名前を掲載させていただきます。
　　⑶　 10 口以上の会員様は、当協会のホームページにバナー広告を掲載させていただきます。

貴団体のホームページとのリンクも可能です。
　
　〈お申込み・お問い合わせ先〉
　　公益財団法人岐阜県スポーツ協会　総務課　事業調整係　TEL：058-297-2567

令和 2 年度（公財）岐阜県スポーツ協会賛助会員のご紹介

賛助会員募集のお願い
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　当傷害保険は、令和 5 年度より加入依頼書による手続きを廃止し、【インターネット加
入手続き】に一本化することとなりました。
　これを受けまして、スムーズなインターネット加入手続きへの移行をしていただくため、
令和 4 年度加入受付より「原則インターネット加入」で手続きいただきますようお願いい
たします。

（経過措置として、やむを得ない理由にてインターネット加入手続きが行えない団体様に
限り、令和 4 年度加入受付は従来の加入依頼書での加入手続きを継続いたします。但し、
令和 5 年度よりインターネット加入手続きとなりますのでご注意ください）

【インターネット（スポ安ねっと）でのお手続き方法】
　①スポーツ安全協会のホームページ上の「スポ安ねっと」へのリンクへ接続

　　「スポ安ねっと」URL　https://www.spokyo.jp/spoannet.html
　②会員登録　　　　　　 「スポ安ねっと」のご利用にあたり、インターネット上で団体の

会員登録を行い、会員 ID の発行を受けてください。（初回時のみ）
　③加入手続き　　　　　会員登録後、次の方法で手続きしてください。

〈「スポ安ねっと」での作業〉
　①ログイン　　　　　　 会員 ID およびパスワードでログインを行ってください。
　②団体員名簿の作成　　 「加入手続き（新規・追加）」より団体員名簿を作成してください。

追加加入の際も同様の手続きとなります。
　③支払方法の選択　　　 掛金の支払いを行う方法を選択し、支払いに必要な番号の発行を

受けてください。
　④掛金の支払い　　　　 支払いに必要な番号により、③で選択した方法で掛金（システム

利用料を含む。）をお支払いください。

【システム利用料】　
　申込ごとに（掛金のお支払いごと）に下記システム利用料がかかります。
　掛金とともにお支払いください。
　掛金合計額 5 万円未満▶ 140 円（税込）／掛金合計額 5 万円以上▶ 360 円（税込）

【インターネット加入の問合せ先】
　平日 9：30 ～ 17：30
　固定電話　0570－087109　／　携帯電話・PHS 等　03－5510－0033

検索スポーツ安全協会　　

※スポーツ安全協会からのお知らせ
「スポーツ安全保険加入手続きについて」
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時間 氣持 精度をご提供いたします

全国空港基点の
集配ネットワーク

全国急便
ネットワーク

全国路線便
ネットワーク

積み合せ貸切
ネットワーク

＆

時間提供サービス
翌朝9時または10時までにお届け

カンガルースーパー9
カンガルースーパー10
事業所宛の商品を翌日午前中にお届け

カンガルービジネス便
800km圏内の事業所宛の商品を翌日午前中にお届け

カンガルーSAVE急便
航空機を利用し、全国主要都市は翌日にお届け

カンガルー航空便
約2㎥のボックス単位の集荷、時間帯指定でお届け

JITBOXチャーター便
お客様のオーダーにあわせて車両を貸し切り
ジャストインタイム納品

カンガルー貸切便

東海西濃運輸株式会社
本社　〒509-5202　岐阜県土岐市下石山町西山 304-912
TEL.0572-57-3535（代表）　FAX.0572-57-2200
https://www.tokai-seino.co.jp/

濃飛西濃運輸株式会社
本社　〒501-3247　岐阜県関市池田町 1
TEL.0575-23-1711（代表）　FAX.0575-22-8997
https://www.nouhi-seino.co.jp/

困ったらセイノ
ーへ！

困ったらセイノ
ーへ！







小さな掛金、大きな補償

令和3年12月作成　21-TC07930

〈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4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）

本広告はスポーツ安全保険の概要を掲載しており、ご加入の際には、必ず「スポーツ安全保険のあらまし」及び「重要事項説明書」をよくお読みください。詳
細は保険約款及び特約書によりますが、ご不明の点については（公財）スポーツ安全協会または東京海上日動火災保険（株）へお問い合わせください。

検索スポーツ安全保険

A4

保険期間

令和4年4月1日午前0時から
令和5年3月31日午後12時まで

保険内容

詳しい保険の内容は、
ホームページなどをご覧ください。

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。

友だち募集中！

加入対象者 補償対象となる団体・グループ活動

子ども

加入区分・掛金

（中学生以下）

※

子ども
（中学生以下）

※
全年齢

大人
（高校生
以上）

大人
（高校生
以上）

区分の補償となる団体活動
に加え、個人活動も対象

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）

●スポーツ活動中の事故は補償の対象外です。

●A2区分で対象となる活動も補償されます。

文化活動 ボランティア活動 地域活動

文化活動 ボランティア活動 地域活動
準備・片付け・応援・団体員の送迎

年間掛金
（1人当たり）

A1

A1

区分の補償となる団体活動
に加え、個人活動も対象C

区分の補償となる団体活動
に加え、個人活動も対象B

AW

A2

D

800円

1,850円

1,200円

800円

1,450円

4,850円

5,000円

11,000円

C
64歳以下

CW
64歳以下

BW
65歳以上

B
65歳以上

加入区分

年間掛金には、制度運営費（10円）が含まれます。※特別支援学校高等部の生徒を含みます。
（注）C・B・CW・BW区分の年齢の判断は「令和4年4月1日」を基準とします。

WEB加入限定

WEB加入限定

（
個
人
活
動
補
償
型
）

ワ
イ
ド
コ
ー
ス

だれでも かんたんに 便利に 使いやすく
全面リニューアル！！

スマホにも対応

コンビニ、Pay-easyでお好きな
時間に掛金が支払えます。

スムーズな掛金支払い

前年度名簿を利用して加入手続
きが行えます。

次年度の手続きがラク

加入手続の履歴を一元管理。傷害
保険の事故通知もできます。

履歴管理、事故通知も

058-295-6360 電話受付時間　午前8時30分～午後5時
　　　　　　　（土、日、祝日及び岐阜メモリアルセンター休館日を除く。）

岐阜県支部



小さな掛金、大きな補償

令和3年12月作成　21-TC07930

〈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4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）

本広告はスポーツ安全保険の概要を掲載しており、ご加入の際には、必ず「スポーツ安全保険のあらまし」及び「重要事項説明書」をよくお読みください。詳
細は保険約款及び特約書によりますが、ご不明の点については（公財）スポーツ安全協会または東京海上日動火災保険（株）へお問い合わせください。

検索スポーツ安全保険

A4

保険期間

令和4年4月1日午前0時から
令和5年3月31日午後12時まで

保険内容

詳しい保険の内容は、
ホームページなどをご覧ください。

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。

友だち募集中！

加入対象者 補償対象となる団体・グループ活動

子ども

加入区分・掛金

（中学生以下）

※

子ども
（中学生以下）

※
全年齢

大人
（高校生
以上）

大人
（高校生
以上）

区分の補償となる団体活動
に加え、個人活動も対象

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）

●スポーツ活動中の事故は補償の対象外です。

●A2区分で対象となる活動も補償されます。

文化活動 ボランティア活動 地域活動

文化活動 ボランティア活動 地域活動
準備・片付け・応援・団体員の送迎

年間掛金
（1人当たり）

A1

A1

区分の補償となる団体活動
に加え、個人活動も対象C

区分の補償となる団体活動
に加え、個人活動も対象B

AW

A2

D

800円

1,850円

1,200円

800円

1,450円

4,850円

5,000円

11,000円

C
64歳以下

CW
64歳以下

BW
65歳以上

B
65歳以上

加入区分

年間掛金には、制度運営費（10円）が含まれます。※特別支援学校高等部の生徒を含みます。
（注）C・B・CW・BW区分の年齢の判断は「令和4年4月1日」を基準とします。

WEB加入限定

WEB加入限定

（
個
人
活
動
補
償
型
）

ワ
イ
ド
コ
ー
ス

だれでも かんたんに 便利に 使いやすく
全面リニューアル！！

スマホにも対応

コンビニ、Pay-easyでお好きな
時間に掛金が支払えます。

スムーズな掛金支払い

前年度名簿を利用して加入手続
きが行えます。

次年度の手続きがラク

加入手続の履歴を一元管理。傷害
保険の事故通知もできます。

履歴管理、事故通知も

058-295-6360 電話受付時間　午前8時30分～午後5時
　　　　　　　（土、日、祝日及び岐阜メモリアルセンター休館日を除く。）

岐阜県支部



公益財団法人岐阜県スポーツ協会
〒502-0817　岐阜県岐阜市長良福光大野 2675-28
　　　　　　　岐阜メモリアルセンター内
　　　　　　　TEL: 058-297-2567 FAX: 058-297-2568


