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2020年度 第14回スポーツ教材の提供先団体決定のご案内 

 

公益財団法人ヤマハ発動機スポーツ振興財団（YMFS）は、心身ともに健全な子どもたちの育成を目的と

して、スポーツ教材の提供を行っています。 

今回は2月26日から4月20日の期間、「子どもたちがスポーツを楽しみ、好きになるような取り組み」を計画

している団体を対象に提供先を募集し、保育園・幼稚園・認定こども園、小学校、特別支援学校、スポーツ

団体などから、合計657件（2019年度は527件）の申請がありました。 

このたび、4月29日（水）、ヤマハ発動機コミュニケーションプラザ（静岡県）にて厳正なる抽選を行い、120

団体の提供先を決定しましたのでご案内いたします。提供先につきましては、別紙一覧をご覧ください。  

 

 

 

 

 

 

               

 

■ヤマハ発動機ジュビロ 大戸裕矢主将 コメント 

昨年のラグビーワールドカップの影響か、タグラグビーセットへの応募が多く、うれしく思います。最近は子ど

もたちの運動機会や自然の中での活動機会が減少していることが課題になっていますが、今年は特に新型

コロナウイルスの影響もあり、子どもたちの運動機会がさらに減っていることがとても心配です。多くの申請

団体の中から選ばれた教材の提供先の皆さんは、感染の収束後には是非子どもたちのために積極的に教

材を活用してください。 

 

■公益財団法人ヤマハ発動機スポーツ振興財団 小畠宏史 事務局長 コメント 

ＹＭＦＳでは、『子どもたちが体を動かすさまざまな活動に参加するきっかけづくりになれば』と、スポーツ教

材の提供を2008年度より実施し、今年で14回目となり、延べ1000を超える団体（保育園/幼稚園/小学校/特

別支援学校/スポーツ団体等）へ、サッカーボール、タグラグビーセット等を提供して参りました。昨年度はラ

グビーワールドカップ日本大会が開催され、日本代表チームが大活躍し、日本中を歓喜の渦に包み、『One 

Team』の流行語まで生まれました。その影響でしょうか、タグラグビーセットへの申請団体は384件（前年285

件）となり、“スポーツの力”を実感しております。そして、この教材を活用し、ラグビーやサッカーを楽しむ子

どもたちが逞しく成長し、日本を元気にしてくれるであろうことを、今から楽しみです。 

※この件に関するお問い合わせは、下記までご連絡ください。（担当：濱北） 

ヤマハ発動機ジュビロ 大戸裕矢主将による抽選風景 提供教材（タグラグビーセット、サッカーボール） 

～サッカーボール・タグラグビーセットを抽選で合計120団体に提供～ 
 



■スポーツ教材提供先一覧 

サッカー3号球 （5個／団体）  30団体                 サッカー4号球 （5個／団体）  30団体 

都道府県 団体名  都道府県 団体名 

北海道 足寄町立螺湾小学校  北海道 札幌市立発寒小学校 

岩手県 特定非営利活動法人いーはとーぶスポーツクラブ  宮城県 石巻市立山下小学校 

福島県 鏡石町立鏡石幼稚園  秋田県 西仙北ＦＣ 

埼玉県 加須市立騎西中央幼稚園  山形県 東根市立高崎小学校 

埼玉県 けやきの森保育園西町  茨城県 坂東市立内野山小学校 

千葉県 
一般社団法人Ａ－ＴＲＵＣＫ北国分 
駅前第二しゃりっこ保育園  群馬県 nona 渋川 

千葉県 野田市立中根保育所  埼玉県 加須市立元和小学校 

千葉県 
Milky Way International  

Nursery School 行徳校  埼玉県 吉川市立三輪野江小学校 

千葉県 学校法人百谷学園幼稚園  埼玉県 新座市立大和田小学校 

東京都 八王子市立緑が丘小学校  埼玉県 新座市立新堀小学校 

神奈川県 学校法人長岡学園 湘南長沢幼稚園  埼玉県 鴻巣市立赤見台第一小学校 

神奈川県 玉川幼稚園  東京都 八王子市立みなみ野小学校 

神奈川県 学校法人ルミエール学園ルミエール幼稚園  神奈川県 横浜英和小学校 

神奈川県 学校法人原田学園みたけ台幼稚園  神奈川 藤沢市立浜見小学校 

神奈川県 
学校法人厚木田園学園厚木田園幼稚園 

・DEN-EN SOCCER CLUB 
 長野県 長野県長野養護学校 

神奈川県 学校法人赤い実戸塚第二幼稚園  岐阜県 岐阜市立三里小学校 

山梨県 社会福祉法人認定こども園泉保育園  岐阜県 岐阜県関市立洞戸小学校 

岐阜県 ながら幼稚園  静岡県 てるみ幼稚園 

静岡県 みなみさいごうのぞみ保育園  愛知県 田原市立六連小学校 

愛知県 同朋幼稚園  愛知県 南山大学附属小学校 

愛知県 学校法人岡崎葵学園まこと幼稚園  愛知県 田原市立田原南部小学校 

滋賀県 日野町立必佐幼稚園  三重県 
社会福祉法人聖マッテヤ会 

児童養護施設聖マッテヤ子供の家 

京都府 学校法人二葉学園認定こども園ふたば幼稚園  三重県 特定非営利活動法人三重県生涯スポーツ協会 

大阪府 大阪府立堺聴覚支援学校  大阪府 泉佐野市立第二小学校 

大阪府 大阪府立生野支援学校  大阪府 東大阪市立縄手北小学校 

兵庫県 神戸市立兵庫くすのき幼稚園  大阪府 大阪府立茨木支援学校 

兵庫県 神戸市立乙木小学校  島根県 邑南町立矢上小学校 

島根県 社会福祉法人荘原福祉会荘原保育園  徳島県 美波町立日和佐小学校 

徳島県 アレックスサッカースクール  長崎県 長崎市立小島小学校 

大分県 合同会社 MKY きらきら保育園  長崎県 佐世保市立鹿町小学校 



タグラグビーセット （タグボール4個・タグベルト20本／団体） 60団体 

都道府県 団体名  都道府県 団体名 

北海道 釧路市立清明小学校  滋賀県 日野町立西大路小学校 

北海道 足寄町立芽登小学校  大阪府 大阪市立大和田幼稚園 

岩手県 学校法人笹間学園花巻ささま幼稚園  大阪府 大阪市立香簑小学校 

山形県 東根市立小田島小学校  大阪府 大阪市立伝法小学校 

山形県 寒河江市立西根小学校  大阪府 守口市立梶小学校 

茨城県 境町立長田小学校  大阪府 東大阪市立石切東小学校 

茨城県 茨城県立結城特別支援学校  大阪府 泉佐野市立中央小学校 

栃木県 栃木市立吹上小学校  大阪府 大阪府立高槻支援学校 

埼玉県 春日部市立幸松小学校  大阪府 大阪府立寝屋川支援学校 

埼玉県 埼玉県立行田特別支援学校  大阪府 大阪府立住之江支援学校 

千葉県 神崎町教育委員会  兵庫県 洲本市立中川原小学校 

千葉県 まこと東幼稚園  兵庫県 神戸市立西須磨小学校 

千葉県 鎌ヶ谷市立五本松小学校  兵庫県 認定こども園立花愛の園幼稚園 

千葉県 八千代市立村上北小学校  兵庫県 梅田学園認定こども園正英幼稚園 

千葉県 野田市立柳沢小学校  島根県 放課後児童クラブ「デハ１にこにこ児童クラブ」 

千葉県 八千代市立大和田南小学校  岡山県 井原市立青野小学校 

神奈川県 認定こども園宮の台幼稚園  岡山県 井原市立木之子幼稚園 

石川県 珠洲市立みさき小学校  広島県 福山市立大谷台小学校 

山梨県 甲州市立祝小学校  愛媛県 東温市立拝志保育所 

岐阜県 関市立桜ヶ丘小学校  高知県 南国市立大篠小学校 

岐阜県 学校法人大和学園多治見大和幼稚園  福岡県 三井郡大刀洗町立大刀洗小学校 

岐阜県 帝京大学可児小学校  福岡県 飯塚市立片島小学校 

静岡県 裾野市立東小学校  福岡県 大野城市立大野北小学校 

静岡県 湖西市立新居小学校  佐賀県 佐賀ジュニアラグビークラブ 

静岡県 児童養護施設春風寮  熊本県 宇城市立松橋小学校 

愛知県 田原市立伊良湖岬小学校  熊本県 荒尾市立平井小学校 

三重県 多気町立佐奈小学校  宮崎県 美郷町立みかど保育所 

三重県 桑名市立日進小学校  宮崎県 ＮＰＯ法人東大宮スポーツクラブ 

三重県 桑名市立多度東小学校  沖縄県 うるま市立城前小学校 

三重県 桑名市立桑部小学校  沖縄県 宜野湾市立大山小学校 

 

※提供先につきましては、当財団ホームページでもご覧いただけます。 https://www.ymfs.jp/ 

https://www.ymfs.jp/

