
 

2021年度 第15回スポーツ教材の提供先団体決定のご案内 

～タグラグビーセット・ボッチャボールセットを抽選で合計120団体に提供～ 

公益財団法人ヤマハ発動機スポーツ振興財団（YMFS）は、2月26日から4月19日までの期間、2021年度

「第15回スポーツ教材の提供」の募集を行い、保育園・幼稚園・認定こども園、小学校、中学校、特別支援学

校、スポーツ団体など、合計772件（2020年度は657件）から申請を受けました。 

このたび、4月28日（水）に厳正なる抽選を行い、120団体の提供先を決定しました。提供先につきましては、

別紙一覧をご覧ください。 

YMFSは、心身ともに健全な子どもたちの育成を目的として、「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、2007年度からスポーツ教材の提供を行っています。 

提供教材として今回初めてボッチャボールセットを採用したこともあり、ボッチャボールセットとタグラグビー

セットの応募の割合は7：3とボッチャへの関心の高さが伺えました。より多くの子どもたちが「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りそうです。 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

■公益財団法人日本スポーツ協会 泉正文 副会長 コメント 

ボッチャに取り組むことによって、共生社会について学ぶきっかけづくりになればと、提供教材として今回初めてボッ

チャボールセットを採用し、たくさんの応募をいただきました。まだまだ新型コロナウイルス感染症の影響が続いてい

ますが、今回の提供をきっかけに、子どもたちがスポーツに親しむ機会を作り、工夫して、ぜひ子どもたちのために積

極的に教材を活用いただきたいと思います。 

■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 

弊財団では、数年前より体験事業の一つとして静岡県障害者スポーツ協会及びボッチャ指導者の皆様にご協力をい

ただき、『チャレンジ！ユニ★スポ』と銘打って、静岡県内の小・中学校を中心にボッチャ体験会を実施しています。ど

この会場でも子どもたちが本当に楽しそうに仲良くボッチャを楽しんでいます。この笑顔を全国に広げたいと思い、好

評である“タグラグビーセット”と併せて、今年は“ボッチャボールセット”を用意しました！さあ、いっぱい体験して、沢

山の笑顔を見せて下さい！ 

※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）

提供教材（タグラグビーセット、ボッチャボールセット） 公益財団法人日本スポーツ協会泉正文副会長による 

抽選風景 
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■スポーツ教材提供先一覧 

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 認定こども園 俱知安めぐみ幼稚園  岐阜県 美濃市立牧谷小学校 

北海道 緑ヶ丘遊子児童館  静岡県 浜松市立佐久間小学校 

北海道 社会福祉法人札幌全育会 まこまないみどりまち保育園  愛知県 半田市立横川小学校 

北海道 社会福祉法人札幌協働福祉会 札幌協働保育園  愛知県 春日井市立八幡小学校 

北海道 柏林台カトリック幼稚園  京都府 京都市立稲荷小学校 

北海道 積丹タグラグビーファミリー  京都府 京都聖母学院小学校 

北海道 学校法人浄光学園認定こども園こころ  京都府 京都府立舞鶴支援学校 

北海道 社会福祉法人旭川青々会 旭川つばさ保育園  京都府 京都府立聾学校 

岩手県 一戸町立奥中山小学校  大阪府 大阪市立城東小学校 

宮城県 登米市立米山東小学校  大阪府 弘済みらい園 

宮城県 白石市立白川小学校  兵庫県 姫路市立安室小学校 

福島県 葛尾村立葛尾小学校  兵庫県 兵庫県立姫路しらさぎ特別支援学校小学部 

福島県 白河市立みさか小学校  和歌山県 社会福祉法人顕陽会 すみだこども園 

福島県 郡山市立桜小学校  鳥取県 伯耆町立岸本小学校 

茨城県 かすみがうら市立下稲吉小学校  島根県 松江市立八雲小学校 

埼玉県 坂戸市立坂戸小学校  島根県 出雲市立高松幼稚園 

埼玉県 学校法人古里学園 ふるさと幼稚園  島根県 大田市体育協会 

群馬県 NPO 法人新町スポーツクラブ  広島県 広島県立広島特別支援学校 

埼玉県 鴻巣市立屈巣小学校  愛媛県 松山市さくら小学校 

埼玉県 埼玉県立久喜特別支援学校  愛媛県 東温市立重信幼稚園 

千葉県 八千代市立高津小学校  高知県 高知市立小高坂小学校 

神奈川県 松原学園幼稚園  福岡県 春日市立春日東中学校 

神奈川県 平塚市立みずほ小学校  福岡県 飯塚市立頴田小学校 

神奈川県 厚木市立緑ケ丘小学校  福岡県 大牟田市立銀水小学校 

神奈川県 聖セシリア小学校  福岡県 大牟田市立倉永小学校 

新潟県 上越市立大潟町小学校  長崎県 島原市立三会小学校 

山梨県 市川三郷町立市川小学校  大分県 杵築市立北杵築小学校 

長野県 大町市立大町北小学校  鹿児島県 霧島市立平山小学校 

長野県 社会福祉法人たちばな会 上郷なかよし保育園  鹿児島県 結スマイルバレーボールスポーツ少年団 

長野県 長野県若槻養護学校  鹿児島県 日置市立鶴丸小学校 
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ボッチャボールセット （ボッチャボール13個、審判具、収納バッグ／団体） 60団体 

都道府県 団体名  都道府県 団体名 

北海道 特定非営利活動法人幕別札内スポーツクラブ  岐阜県 美濃加茂市立山之上小学校 

北海道 学校法人大藤学園大藤学童くらぶ  岐阜県 学校法人富田学園 岐阜東中学校 

北海道 NPO 法人星槎さっぽろ教育センター  静岡県 磐田市立向陽中学校 

北海道 名寄市立名寄中学校  静岡県 浜松市立井伊谷小学校 

北海道 札幌市立和光小学校  静岡県 浜松市立船越小学校 

北海道 岩内町教育委員会  静岡県 浜松市立芳川小学校 

青森県 おいらせ町立百石小学校  静岡県 浜松市立湖東中学校 

青森県 五戸町立上市川小学校  京都府 城陽市ボッチャ協会 

岩手県 宮古市立山口小学校  京都府 京都光華中学校 

宮城県 塩竃市立第一中学校  大阪府 大阪府 府民スポーツ・レクリエーション組織委員会 

宮城県 大崎市立古川東中学校  大阪府 大阪市立高倉中学校 

宮城県 宮城県立角田支援学校  大阪府 大阪市立泉尾北小学校 

秋田県 秋田県立秋田きらり支援学校  大阪府 松原市立恵我小学校 

山形県 山形県立山形養護学校  奈良県 奈良県立盲学校 

山形県 小国町立小国小学校  島根県 松江市立義務教育学校八束学園 

山形県 東部小学校区学童保育施設 正和こどもの家  岡山県 美作市立作東中学校 

茨城県 土浦市立中村小学校  広島県 学校法人真證学園 

栃木県 那須塩原市立東原小学校  徳島県 特定非営利活動法人海陽愛あいクラブ 

栃木県 那須塩原市立東那須野中学校  愛媛県 今治市 伯方児童館 

群馬県 南牧村立南牧小学校  愛媛県 四国中央市立中之庄小学校 

埼玉県 久喜市立本町小学校  高知県 中土佐町立上ノ加江小学校 

埼玉県 鴻巣市立下忍小学校  高知県 高知市教育研究所 教育支援センター 

千葉県 習志野市立秋津小学校  福岡県 福岡県立川崎特別支援学校 

千葉県 野田市立北部小学校  福岡県 福岡市立美和台小学校 

千葉県 野田市立七光台小学校  長崎県 長崎市立銭座小学校 

神奈川県 平塚市立大原小学校  長崎県 長崎市立愛宕小学校 

新潟県 上越市立牧中学校  長崎県 対馬市立仁田小学校 

新潟県 上越市立高田西小学校  長崎県 長崎市立伊王島小学校 

石川県 ガールスカウト石川県第６団  長崎県 壱岐市立沼津小学校 

長野県 飯山市立東小学校  長崎県 長崎市立池島小中学校 

 

※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/project/support/supply/ 


