
賛助会員とは・・・ 
津市スポーツ協会の事業推進のお力添えとして賛助会費を納入していただいた個人・
団体の方を「賛助会員」とさせていただきます。賛助会費は、津市民体育大会など 
スポーツ人口の拡大や競技力の向上を目指す事業などに活用させていただきます。 

NPO法人津市スポーツ協会の活動目的にご賛同いただき 
賛助会員としてご支援をお願いします 

会員数1組織4１団体を有し、その傘
下には約820団体、約1万9千人が 
加入する市内最大のスポーツ団体 
です！ 

津市民の健康増進・体力向上 
と青少年の健全育成に向け 

活動しています！   

競技団体の 
競技力・指導力の向上に向け 

活動しています！   

市民一人ひとりがスポーツに親しむ 

「生涯スポーツ社会」の形成を目指します 
 

賛助会員に加入していただく個人・団体（法人・事業者・団体） 
の賛助会費（年会費）は、 

団体会員 １口  １０，０００円 （１口以上何口でも可能） 
個人会員 １口   ５，０００円 （１口以上何口でも可能） 

 入会には、当協会所定の入会申込書をご提出ください。 
 また、会費の納入は、下記の金融機関口座へ振り込みを 
お願いします。（振込手数料は協会にて負担します。） 
現金の場合は、当協会事務局までご連絡下さい。 
 
【会費の振込先金融機関・口座】 
            

【団体会員】 
三幸株式会社 名古屋支店 
まはろ骨盤整体 
株式会社 朝日屋 
有限会社 青木新聞 
青木文具 有限会社 
株式会社 伊勢出版 
NTT西日本 三重支店 
中田会計事務所 
株式会社 西出 
藪正堂 
(一財）伊勢湾海洋ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 
学校法人 高田学苑 
津市バドミントン協会 
津市ラグビーフットボール協会 
椿本ふとん店 
白山・久居ｼﾞｭﾆｱﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ教室 
(一財)三重県退職教職員互助会 
株式会社 赤塚植物園 
医療法人 暲純会 
株式会社 三重銀行津支店 
漢方のはせ川 

◇ 当協会のホームページに賛助会員のお名前を掲載します。 
◇ 当協会が主催する自主事業のチラシ等に賛助会員のお名 
  前を掲載します。 
◇ 自主事業のスポーツ教室等で優先的に参加が可能です。 
◇ 忘年会等の交流会を開催します。 

株式会社 辻工務店 
三重県ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ連合会津支部 
株式会社 RIDE 
株式会社 ｼﾞｬﾊﾟﾝｽﾎﾟｰﾂ運営 
津市合気道連盟 
津商工会議所 
津市ｽﾎﾟｰﾂ･ﾒｯｾﾈｯﾄﾜｰｸ 
津市ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ協会 
株式会社 津ｾﾝﾀｰﾊﾟﾚｽ 
津都ホテル 
有限会社 やまと屋 
株式会社 エスパ 
株式会社 津市環境公社 
株式会社 カンキョー 
三重交通 株式会社 
株式会社 ＺＴＶ 
ﾄｰｹﾝﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾄ 株式会社 
伊藤印刷 株式会社 
(一財)三重県教育文化会館 
菊山鋼材 株式会社 
フットボールフィールド白塚 
 

株式会社 三重電子計算ｾﾝﾀｰ 
津・みえフェンシングクラブ 
津地区柔道会 
【個人会員】 
西園 賢治 
乙部 満生 
中川 茂樹 
伊藤 紀美子 
大河内 充 
落合 哲哉 
田坂 稔 
田野田 浩一 
野呂 武弘 
若林 善周 
和田 守弘 
大橋 一喜 
福田 るり子 
杉本 郁夫 
安井 敏明 
        他 
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（敬称略／順不同 平成30年4月1日時点） 

  津市スポーツ少年団 
１ 津市アーチェリー協会 
２ 津市空手道連盟 
３ 津弓道協会 
４ 津市グラウンド・ゴルフ協会 
５ 三重県ゲートボール連合会津支部 
６ 津剣道連盟 
７ 津市ゴルフ協会 
８ 津市サッカー協会 
９ 津峠の会 
10 三重県銃剣道連盟津支部 
11 津地区柔道会 
12 津市少林寺拳法協会 
13 津市水泳協会 
14 津市スキー協会 
15 津市相撲協会 
16 三重県ソフトテニス連盟津支部 
17 津市ソフトボール協会 
18 津市体操協会 
19 津卓球協会 
20 津テニス協会 

21 津市なぎなた協会 
22 三重県軟式野球連盟津支部 
23 津日本拳法会 
24 津市馬術協会 
25 津市バスケットボール協会 
26 津市バドミントン協会 
27 津市バレーボール協会 
28 津市ハンドボール協会 
29 津市フェンシング協会 
30 津市ボウリング協会 
31 津市マレットゴルフ協会 
32 津市ヨット協会 
33 津市ライフル射撃協会 
34 津市ラグビーフットボール協会 
35 津陸上競技協会 
36 津レスリング協会 
37 津市合気道連盟 
38 津市少年硬式野球協会 
39 津市エアロビック連盟 
40 三重県スポーツ吹矢協会津支部 
41 津市ダンススポーツ連盟 

 津市スポーツ協会 加盟組織・団体    1組織41団体 約19,000人 

銀 行 名 百五銀行 本店 三重銀行 津支店 

預金種目 普通預金 普通預金 

口座番号 １１６０３５６ ２８７６７３０ 

名 義 人 特定非営利活動法人津市スポーツ協会 

理事 長谷川 之快 

ﾄｸﾃｲﾋｴｲﾘｶﾂﾄﾞｳﾎｳｼﾞﾝ ﾂｼｽﾎﾟｰﾂｷｮｳｶｲ 
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http://www.tsuspokyo.org/


特定非営利活動法人 津市スポーツ協会は 

 終戦の年、戦火の傷跡が大きく残るなか、スポーツを通して市民の精神的な支えになろうと、

関係者の努力により昭和２０年（１９４５年）１１月２日に旧津市において「津市体育協会」が

設立されました。また、平成１８年には、市町村合併による新津市誕生に合わせ、地域を拡大

し引き継がれました。 

 この「津市体育協会」から発展し、より一層の社会貢献を目指して、平成２４年１０月１日付

けで「特定非営利活動法人 津市スポーツ協会」は新たに設立しました。 

 当協会は、津市民の健康増進・体力向上と青少年の健全育成、競技団体の競技力・指導

力の向上に努め、市民一人ひとりがスポーツに親しむ「生涯スポーツ社会の形成」に寄与する

ことを目的としています。 

 現在、法人設立後５年を経過し、加盟組織・団体は1組織・４１競技団体で、その傘下に約

８２０団体、構成員約１９，０００名が加入する津市最大のスポーツ団体です。 

 また、当協会の活動に賛同し、ご支援をいただく賛助会員は、４５法人・団体と個人２４名と

なっており、参加団体を含め組織が拡大をしてきています。 

 当協会の主な活動としては、市民体育大会や市民スポーツ教室を通じた競技団体等の 

組織強化、競技力の向上、国体等への選手の派遣、優秀選手の表彰事業のほか、広く市民

を対象とした健康教室やイベントなど総合的なスポーツ推進事業を行っています。 

 平成２９年９月からは、津市産業・スポーツセンターに拠点（事務所）を構えており、平成 

２９年１０月にオープンしたサオリーナや三重武道館など市内運動施設を活用し、多くの事業

を実施しています。 

 今後も、津市の総合的なスポーツ推進を担う団体として、更なる活動の充実を図るほか、

「三重とこわか国体」の成功に向け取り組んで参ります。 
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◇「津市民体育大会（加盟団体）」の開催 

  加盟競技団体主管により、年間を 
  通して各競技の大会を開催し、    
  競技力向上に努めています。 
  昨年は、３２競技で７，９７０名 
  の参加がありました。 
 
◇「健康づくり運動教室（連携・共同事業）」の開催 
  サオリーナ、三重武道館を活用し、 

  指定管理者との連携・共同事業 
  としてストレッチ、ヨガ、 
  チアダンスやエアロビックなど、 
  子供から高齢者まで幅広い市民 
  を対象に、健康や体力向上に 
  つながる運動教室を開催します。 
   

◇「ふれあいスポーツ教室（自主事業）」の開催 

  当協会の自主事業で、ボウリングや 
  コンディショニングなどの教室を 
  開催し、特にジュニア及びシニア層   
  を対象に、スポーツの体験及び生涯 
  スポーツの推進を図っています。 
  昨年は、２３教室に５０２名の 
  参加がありました。 
 

◇ 津市が国際交流都市として提携している２都市との、     
  サッカー競技及び卓球競技を主にした、スポーツ交流 
  事業を開催 

   「第２７回オザスコ杯争奪サッカー大会小学生の部」は  

   ７月に香良洲グラウンド等で実施します。 
   昨年の参加者は２４チーム、約３３１名でした。 
   「第３０回鎮江杯争奪卓球大会」は８月にサオリーナで 
   開催します。昨年の参加者は、個人戦８０６名、団体戦 
   １２７チーム(７２７名)でした。   

◇「ＳＴｅＰ ｕｐ スクール ｉｎ 津」の開催 

  平成３３年開催の「三重とこわか国体」に向けて、将来 
  有望な選手を対象に、トップアスリートが指導するス 
  ポーツ教室を開催します。本年は、柔道とボウリング競 
  技を予定します。  
  昨年は、バドミントン、テニス、卓球の３競技を実施し、  
  プロテニスプレーヤーの西岡良仁選手等によるレベルの 
  高い実践的な指導をいただきました。参加者は、 
  小中学生等２１３名でした。 
 
◇「元気アップ教室（津市一般介護予防事業）」の開催 

   ６５歳以上の方を対象に、エアロビック等簡単な運動を 

  楽しみ、日頃の運動習慣を身につけ介護を予防する教室  
  を行います。昨年の参加者は４教室に１０６名でした。 
 
◇「津市民スポーツ健康教室（津市体育施設指定管理者 
  からの受託事業）」の開催       

  初心者を対象とした、基礎的技術及びルール等を指導 
  する短期教室を開催し、 
  スポーツの普及・振興と健全な 
  心身の育成を図ります。 
  昨年は、少年硬式野球、陸上、 
  テニス、軟式野球、水泳、 
  ハンドボール、ストレッチ等の 
  ７種目を実施しました。 

平成３０年度の主な取り組み 

◇「津市民スポーツ教室（加盟団体）」の開催  

  加盟競技団体主管により年間を通して 
  各競技のスポーツ教室を開催し、 
  初心者等を対象にスポーツ人口の拡大を 
  図っています。 
  昨年は、３０競技で 
  ３，０２２名の参加者 
  がありました。 
           

◇「津市スポーツ教室」の開催 

  津市からの受託事業で、健康水泳、 
  水中ウォーキング、ジュニアフェンシング、 
  ジュニアなぎなたなどの教室 
  を実施しています。昨年は、 
  １０教室に３３８名の参加が 
  ありました。 
 
 
◇ 第７３回国民体育大会「福井しあわせ元気国体」 
  出場選手への激励・支援事業の開催 

   福井国体に出場する津市選手団を 

   応援するため、激励会を開催し、 
   激励金を支給します。 
   昨年は、陸上競技他２１競技の 
   選手４２名に激励金を支給しま 
   した。 

◇ 津市民スポーツ・レクリエーションフェスティバル 
 「チーム対抗“絆”ボウリング大会」の開催  

   市民の誰もがスポーツ・レクリエーションに親しみ、 
   生涯を通して健康で豊かなスポーツライフが実現できる 
   ようボウリング大会を 
   １２月に開催します。 
   昨年の参加者は、 
   ５０チーム１５０名 
   でした。 

 
 
◇ 津市スポーツ協会スポーツ指導者活用事業及び 
  指導者育成事業「スポーツ指導者講習会」の実施 

   健康増進や競技力向上など多様なニーズに応えるため、 

   指導者バンクへの登録と登録指導者を活用した教室や 
   指導者の紹介を行います。 
   登録指導者は５９名です。 
   また、指導者を育成するため、 
   指導能力の向上を目指し、 
   講義や実技の講習会を実施 
   します。 

 
◇ 平成３０年度 特定非営利活動法人津市スポーツ協会 
  表彰の実施 

   津市スポーツ協会表彰等規程及び同内規に基づき、 

   「本会に功績があった者」、 
   「成績優秀な者」及び「その他、 
   表彰の必要があると認めた者」 
   について５月に表彰します。 
   表彰者は、全国大会等で優秀な 
   成績を修めた者１０名です。  

  
 

設立5周年記念式典(平成29年11月19日) 


