
 
 令和２年度第９号 

  発行日：2020年７月２１日 

    総合型地域スポーツクラブの活動写真を募集します！ 

         みえ広域スポーツセンターでは総合型地域スポーツクラブのリーフレットや企画す

るスポーツイベントのポスター・チラシ、その他総合型地域スポーツクラブのＰＲ活

動に使用するため、クラブ活動の様子を収めた写真を募集しています。 

    内  容：活動の様子が写っていれば、どのような写真でも構いません。 

（特にお子様から年配の方まで幅広い方が楽しく活動している写真） 

※肖像権保護の観点から、写っている方の同意を得てください。 

締 切 日：令和２年８月３１日（月） 

送 付 先：みえ広域スポーツセンターのメールアドレスに送付してください。 

そ の 他：・募集枚数に制限はありません。 

・ご提供いただいた写真から、ＰＲ活動に適したものをみえ広域スポーツセンターで選び、

使用させていただきますので、あらかじめご了承ください。 

問合せ先：みえ広域スポーツセンター 

     三重県地域連携部 国体・全国障害者スポーツ大会局 スポーツ推進課内 

     〒514-8570 津市広明町１３番地 

     ＴＥＬ：059-224-2986  ＦＡＸ：059-224-3022 

     E-mail：m-kouiki@pref.mie.lg.jp 

 

 

 

スポーツステーション多度 

≪初心者の弓道教室≫ 

開 催 日：第１・３火曜日 １８：３０～２０：３０ 

会  場：三重県立桑名工業高等学校 弓道場  

参加対象：中学生、一般、シニア 

参 加 費：月１，０００円 

定  員：１０名  

そ の 他：・弓、矢などの道具は貸し出しします。 

     ・現在参加者を募集しています。一定の人数が集まり次第開講します。 

連 絡 先：〒511-0122 桑名市多度町古野１１０番地 

     ＴＥＬ：080-4525-5231  ＦＡＸ：0594-49-3516 

     E-mail：suposute.tado@tiara.ocn.ne.jp  

     ＨＰ：http://www.sportsstation-tado.com  

mailto:m-kouiki@pref.mie.lg.jp
mailto:suposute.tado@tiara.ocn.ne.jp
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https://tokowaka.pref.mie.lg.jp/


 

 

 

 

 

 

 

家賃支援給付金 

     ５月の緊急事態宣言の延長等により、売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えす

るため、地代・家賃（賃料）の負担を軽減する給付金を支給します。 

支給対象：下記の①～③すべてを満たす事業者。 

     ①資本金１０億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者 

※個人事業者は、医療法人、農業法人、ＮＰＯ法人、社会福祉法人など、会社以外の法

人も幅広く対象。 

     ②５月～１２月の売上高について、 

      ・１カ月で前年同月比▲５０％以上または、 

      ・連続する３カ月の合計で前年同期比▲３０％以上 

     ③自らの事業のために占有する土地・建物の賃料の支払い 

給 付 額：法人に最大６００万円、個人事業主に最大３００万円を一括支給。 

     【算定方法】申請時の直近１カ月における支払賃料（月額）に基づき算定した給付額（月 

額）の６倍 
 

 支払賃料（月額) 給付額（月額） 

法人 

７５万円以下 支払賃料×２/３ 

７５万円超 
５０万円＋（支払賃料の７５万円の超過分×１/３） 

ただし、１００万円（月額）が上限 

個人事業者 

３７.５万円以下 支払賃料×２/３ 

３７.５万円超 
２５万円＋（支払賃料の３７．５万円の超過分×１/３） 

ただし、５０万円（月額）が上限 

 

締 切 日：令和３年１月１５日２４時 

申請方法：ホームページ掲載の申請要領及び給付規程等をご確認の上、ＷＥＢ上で申請の手続きをし

てください。 

     【申請受付ページ：https://yachin-shien.go.jp/】 

※申請にあたっては、補助員が電子申請の入力サポートを行う「申請サポート会場」を

ご利用できます。詳しくは下記のＷＥＢページをご確認ください。 

 https://yachin-shien.go.jp/news/01/index.html 

問合せ先：家賃支援給付金 コールセンター 

０１２０-６５３-９３０（平日・土日祝日８:３０～１９:００） 

 

 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症予防のため、教室・体験会を休止または延期している

場合がございますので、参加される場合は各総合型地域スポーツクラブへお問い

合わせください。 

家賃支援給付金 

ＮＰＯ法人、一般社団法人の 

総合型地域スポーツクラブは対象 

https://yachin-shien.go.jp/
https://yachin-shien.go.jp/
https://yachin-shien.go.jp/news/01/index.html
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html


 

        新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けた『三重県指針』Ver.2 

〈イベントにおける感染防止対策〉 

■イベントの開催 

 催物等の開催にかかる参加人数、収容率等の要件は下表を目安とします。 

期間  屋内 屋外 

７月１０日から 

７月３１日まで 

参加人数 ５，０００人以下 

収容率等 ５０％以内 十分な間隔 

     ※参加人数と収容率等の両方の要件を満たす必要があります 

     ※８月 1日以降の取扱いについては、国の方針に基づき検討 

 ・催物の規模に関わらず、「三つの『密』」が発生しない席の配置や、人と人との距離の確保、マ

スクの着用等基本的な感染防止対策を講じるようにお願いします。 

 ・イベントの前後や休憩時間などの交流の場は感染拡大のリスクを高める可能性があることから、

控えるようお願いします。 

 ※「収容率」とは、「参加人数÷収容定員」を指します。 

 ※「十分な間隔」とは、人と人との距離を十分確保できる間隔（できれば２ｍ）を指します。 

■祭り、花火大会、野外フェスティバル等の開催 

 ・地域で行われる盆踊り等、人の移動が見込まれない行事であって参加者がおおよそ把握できるも

のについては、適切な感染防止対策（発熱や感冒症状がある者の参加自粛、「三つの『密』」の

回避、行事の前後の「三つの『密』」の生ずる交流の自粛等）を講じたうえで開催していだたく

ようお願いします。 

 ・全国的に参加が見込まれる行事や、参加者や見物人の移動を伴う行事など、参加者の把握が困難

なものについては、中止をご検討ください。 

■イベントの開催にかかる留意点 

 ・密閉された空間において大声での発声や、歌唱や声援、近接した距離での会話等が想定されるよ

うなイベント等の開催にあたっては、上限人数や収容率等に関わらず、より慎重に検討いただく

ようお願いします。 

 ・参加者名簿の作成による連絡先の把握や、スマートフォンを活用した接触確認アプリの導入は、

接触率の低減や感染の拡大防止に寄与するとされていますので、実施について検討をお願いしま

す。 

 

 

  

 

 

 

 

新型コロナウイルス接触確認アプリ（略称：COCOA） 

 厚生労働省より新型コロナウイルス接触確認アプリ（略称：ＣＯＣＯＡ）がリリースされています。 

このアプリは、利用者が新型コロナウイルス感染症の陽性者と接触した場合に通知を受けることがで

きるものですが、利用者が増えることで感染防止の効果が高くなるとされていますので、ぜひ積極的

にインストールし活用いただくようお願いします。 

三重県指針 

https://www.pref.mie.lg.jp/covid19.shtm


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA）（厚生労働省サイト内） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/cocoa_00138.html 

 

 

 

 

 

 

 

第１４回未来を強くする子育てプロジェクト 

〈子育て支援活動の表彰〉 

主  催  住友生命保険相互会社 

対  象  より良い子育て環境づくりに資する活動を行い、成果を上げている個人・団体（規模は

問いませんが、要件を満たすことが必要） 

要  件  ①子育て支援に資する諸活動を継続的に行っていること。 

      ②活動内容が社会に認められ、ロールモデルとなりうるものであること。 

      ③活動の公表を了承していただける個人・団体であること。 

      ④日本国内で活動している個人・団体であること。 

      ⑤受賞時に、団体名・連絡先、代表者等の氏名（本名）、活動の写真、活動内容等を新

聞・雑誌、インターネット等での公表にご協力いただける方。マスコミなどからの取

材にご協力いただける方。 

応募方法  Ｗｅｂサイトより応募用紙をダウンロードし基本情報をご記入の上、必要資料と一緒に

お送りください。 

      https://www.sumitomolife.co.jp/about/csr/community/mirai_child/child/bosyu.html 

表  彰  文部科学大臣賞／表彰状 ※スミセイ未来大賞の１組に授与 

      厚生労働大臣賞／表彰状 ※スミセイ未来大賞の１組に授与 

      スミセイ未来大賞／表彰盾、副賞１００万円 ※２組程度 

      スミセイ未来賞／表彰盾、副賞５０万円  ※１０組程度 

締 切 日  令和２年９月４日（金）必着 

問合せ先  「未来を強くする子育てプロジェクト」事務局 

      〒102-0072 東京都千代田区飯田橋 2-14-7 光ビル 

      TEL：03-3265-2283（平日 10：00～17：30） 

 

未来を強くする子育てプロジェクト 

接触確認アプリ 

皆様ご自身と大切な人を守るために 
 

新型コロナウイルス接触確認アプリ(略称：ＣＯＣＯＡ)の積極的な活用を！ 

 

 

 

 

 

 

●濃厚接触の情報をいち早く入手 

●スムーズな検査の受診等が可能に 

●個人情報やプライバシーは守られます 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/cocoa_00138.html
https://www.sumitomolife.co.jp/about/csr/community/mirai_child/child/bosyu.html
https://www.sumitomolife.co.jp/about/csr/community/mirai_child/child/bosyu.html
https://www.sumitomolife.co.jp/about/csr/community/mirai_child/
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/cocoa_00138.html


ホスピタリティセミナー 

 

 

 

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２年８月１日（土）９：１５～１２：１５ 

場  所  三重県総合文化センター フレンテみえ セミナーC室 

講  師  堀川 ゆみ子 氏 三重県レクリエーション協会理事 

定  員  ５０名 ※定員になり次第締め切ります 

参 加 費  無料 

対 象 者  １７歳以上で内容に関心のある方 

持 ち 物  動きやすい服装、筆記用具 

締 切 日 令和２年７月２７日（月） 

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メール、

ＦＡＸ、郵送いずれかの方法でお申込みください。 

      申込受付の連絡はしませんので、当日会場へお越しください。 

      ※新型コロナウイルス感染症により中止または延期となる場合があります。 

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４として実施します。事業参加

の単位にもなりますが、科目４の履修と兼ねることはできません。 

問合せ先  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 三重県島崎会館内 

      TEL：059-246-9800  FAX：059-246-9801  E-mail：mie-rec@ztv.ne.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        三重県地域連携部 国体・全国障害者スポーツ大会局 スポーツ推進課内 
        〒514-8570 津市広明町１３番地（本庁２階） 
        TEL：059-224-2986 FAX：059-224-3022 

       E-mail：m-kouiki@pref.mie.lg.jp 

WEB：  

Facebook：https://www.facebook.com/mie.kouiki.sc/ 

QR コードはこちら↓ 

≪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。 

 

みえ広域スポーツセンターは、toto助成によりクラブアドバイザーを派遣し、 

総合型クラブの創設から自立・活動までを支援しています。 

三重県レクリエーション協会 

一人ひとりの心に寄り添い、対象者との信頼関係を築いたり、対象者同士の

コミュニケーションを深めたりするために大切なホスピタリティ。 

対象者を受容し、寄り添った声掛けや態度を実践するためのワークや、理論

を学習します。 

http://www.mie-rec.net/seminar/2020/hosupi.pdf
mailto:mie-rec@ztv.ne.jp
mailto:m-kouiki@pref.mie.lg.jp
http://www.pref.mie.lg.jp/D1SPORTS/73545045197.htm
https://www.facebook.com/mie.kouiki.sc/
http://mie-rec.net/seminar.html

