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徳 育
個性を尊重して、社会的規範、感動する心、
思いやりや感謝の心など豊かな人間性を
身につける。

公益財団法人 メイト公徳体財団便り

徳育・知育・体育の成長を図るため、スポーツ活動を通じて、世界に通用する豊かな人格の涵養と自ら学び、
個性を伸ばし、心身ともにたくましく、社会の発展に寄与し、誇りを持てる青少年を育成する指導者を養成する。

理 念

自立する青少年
助け合う ・ 学び合う ・ 鍛え合う

知 育 自らの可能性を信じ、知識・技術の練磨に
努め、自分を高める努力を重ねる。

体 育 スポーツを通じて、他者と協調し、
心身の健全な育成につとめ、共に生きる。

１．さわやかな挨拶をします。

２．思いやりと感謝の心を持ちます。

３．率先して、目標に向かって

常に努力します。

４．自らの可能性を信じ、知識・技能の

習得に努めます。

５．スポーツを通じて、心身を鍛錬し

自分自身を確立します。

5つの誓い

理事長

赤岩 達重

理事長ご挨拶

寒冷の候、皆様ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。平素からメイト公徳体財団の

運営にご協力を頂き、心より御礼申し上げます。

去る１月２６日に行われたテニス全豪オープンの決勝戦で、大坂選手が見事優勝を果たし、

アジア人として初の世界ランキング１位に輝いたという嬉しいニュースが飛び込んでまいりま

した。大坂選手はいよいよ来年に迫った東京オリンピックに、日本代表として出場する意向を

示されているとのことですので、皆様もますます目が離せないことと思います。

今日でこそ多くの日本人が観戦、実践、指導といった様々な形でスポーツに親しんでおり

ますが、そのきっかけを作った一人が、講道館の創始者として知られる嘉納治五郎氏です。

ちょうど今年より始まったNHKの大河ドラマ「いだてん」にも主要人物として登場しますので、

ご存知の方も多いかと思います。

嘉納氏の功績としては、大日本体育協会（現：日本スポーツ協会）の創設、日本人選手のオリンピック参加、そして日本へのオ

リンピック招致などが挙げられます。氏の死後実現した1964年の東京オリンピックに日本中が沸き、スポーツに対する認知が一

気に広まりました。

このように「日本の体育の父」とも言われる氏が、スポーツ活動において重要視したものが「礼」であります。多くのスポーツは競

技であり、直接的あるいは間接的に他人との戦いになりますが、氏はそのような状況にあっても対戦相手への礼を尽くすことが必

要で、更に普段の生活においても各人が礼儀と品格を持って徳のある生活を行うことによって、円滑で秩序ある社会を築けるの

だと語っています。

青少年のスポーツ活動の目的は大きく体育・知育・徳育の三つに分けられるかと思いますが、当財団が最も重視しているのは

三番目の徳育であります。スポーツ活動は、青少年が社会生活に欠かせない礼儀と品格を学ぶのに最適な場だと考えておりま

す。私どもはこれからも微力ながら青少年のスポーツ活動の力になれるよう努めていく所存でございます。

皆様方におかれましては、今後とも変わらぬご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。



 
　

佐伯リトルスパーキッズ

優和バレーボールクラブ

山陽剣道教室スポーツ少年団剣道

ｽﾛｰｶﾞﾝ 練習はウソをつかない！

ｽﾛｰｶﾞﾝ

横井ｽﾎﾟｰﾂ少年団 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ部

ｽﾛｰｶﾞﾝ

ｽﾛｰｶﾞﾝ ｽﾛｰｶﾞﾝ

山北三区スポーツ少年団

ｽﾛｰｶﾞﾝ

ｽﾛｰｶﾞﾝ

ｽﾛｰｶﾞﾝ

陵南ﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ 男子部ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ

ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ

ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ

ｽﾛｰｶﾞﾝ

ｽﾛｰｶﾞﾝ
ｽﾛｰｶﾞﾝ

高野スポーツ少年団ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ・ｻｯｶｰ

ﾐﾆﾊﾞｽｹ

①今年度の活動において伝えたい事や嬉しい出来事
最後まであきらめず、ボールを落とさない心が育った。
②今年度の活動を通じて子供達が一番成長したこと

入ったばかりの子が試合に出れるようになったこと。
③今年度の活動で一番苦労していること

教えたことがなかなか身につかない。
④子供たちが前向きに練習や試合に取り組むために心掛けていること
バレー以外のことに団員で参加し、気持ちのリフレッシュを入れる。
⑤当財団の理念及び５つの誓いを子供達にどのように教えて頂いているか

日々の練習の始まり・終わりの挨拶を通してみんなに感謝するよう、伝えている。
⑥当財団に望むこと、期待すること

子供たちの成長を今後とも見守っていただきますよう、よろしくお願いいたします。

ｽﾛｰｶﾞﾝ

横井ｽﾎﾟｰﾂ少年団 ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ部ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ

大元バレースポーツ少年団ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ

大元ｽﾎﾟｰﾂ少年団 ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ部ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ

岡山西南男子ﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙﾐﾆﾊﾞｽｹ

佐良山ｽﾎﾟｰﾂ少年団 女子ﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞﾐﾆﾊﾞｽｹ

①今年度の活動において伝えたい事や嬉しい出来事
学校にあまり行けなかった子がﾊﾞﾚｰを始めて少しずつ学校に行ける
ようになり、今では休まず行けるようになった。チームの子に話を聞い
てもらい安心したようです。
②今年度の活動を通じて子供達が一番成長したこと
１年生の子が入り、今まで自分の事でいっぱいいっぱいだった高学
年の子が低学年の子のことを考えながら行動できるようになった。
③今年度の活動で一番苦労していること
児童数が少ない為、ぎりぎりの人数で試合に臨まないといけないこと。
④子供たちが前向きに練習や試合に取り組むために心掛けていること
一人一人に高い意識と目標を持たせ、練習や試合に取り組んでいる。
⑤当財団の理念及び５つの誓いを子供達にどのように教えて頂いているか
自分達がバレーをする為にどれだけの人が協力してくれているかを練習や試合後に話している。
⑥当財団に望むこと、期待すること
助成金をありがとうございました。今の取り組みを今後も継続していただけることを希望します。

①今年度の活動において伝えたい事や嬉しい出来事
助成により団旗を新調し試合に出場できた事。
②今年度の活動を通じて子供達が一番成長したこと

「勝ちたい」「あきらめない」という気持ちが強くなり、
練習や試合へ臨む姿勢が積極的になってきたこと。
③今年度の活動で一番苦労していること
団員を増やすこと、練習の参加率を上げる事。
④子供たちが前向きに練習や試合に取り組むために心掛けていること

団員同士が声を掛け合い、励まし合いながら活動すること。自分達で考えて行動させること。
⑤当財団の理念及び５つの誓いを子供達にどのように教えて頂いているか

挨拶の大切さや感謝の気持ちを忘れないことをミーティングの機会を利用し、伝えている。
⑥当財団に望むこと、期待すること
貴財団の活動は大変素晴らしく、ありがたいです。今後も継続してくださるようお願いします。

①今年度の活動において伝えたい事や嬉しい出来事
教えたことを素直に実行する低学年の成長を常に感じる。
それゆえに責任を強く感じる。
②今年度の活動を通じて子供達が一番成長したこと
気配りができるようになったこと。自分勝手ではだめなことを理解したこと。
③今年度の活動で一番苦労していること
チームを強くするためには保護者の協力が必要。そのためにチームのファンに
なってもらうこと。理解を得るにはどうするか。（新チームゆえ実績がない）
④子供たちが前向きに練習や試合に取り組むために心掛けていること
出来たことはどんなに些細なことであっても褒めてあげる。
⑤当財団の理念及び５つの誓いを子供達にどのように教えて頂いているか
１，２番については躾として指導者・保護者協力して教え、ほぼ身についてきた。
３～５については新たな目標として教えていく。
⑥当財団に望むこと、期待すること
地域のスポ少ですが、やはりお金がかかります。資金援助してくださり、感謝しております。

バレーを通じて強い心と身体を育てる

①今年度の活動において伝えたい事や嬉しい出来事
ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ未経験の子にﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙの楽しさを知ってもらう為、
体験会を毎年開催しており、今年も沢山の子供に参加して
もらった。また、岡山市ｽﾎﾟｰﾂ少年団体育大会で３位になれた。
②今年度の活動を通じて子供達が一番成長したこと
体育館や遠征先の活動中に自ら進んで挨拶できるようになった。
また自分の考えや感じたことを言葉にして話せるようになった。
③今年度の活動で一番苦労していること
毎年ですが、団員を集める事、活動費をやりくりすること。また、活気に溢れた環境作り。
④子供たちが前向きに練習や試合に取り組むために心掛けていること
子供達それぞれにその日の目標を持たせて練習をしている。
⑤当財団の理念及び５つの誓いを子供達にどのように教えて頂いているか
普段からたくさんの人に支えられて活動ができていることに感謝するよう話をしている。
また５つの誓いを意識した行動は未来の自分の糧になると説明している。
⑥当財団に望むこと、期待すること
一つでも多くのスポーツ少年団に手を差し伸べていただきますよう、心からお願いいたします。

１．声を出す ２．人の話を聞く ３．返事をする

いつでも笑顔！

①今年度の活動において伝えたい事や嬉しい出来事
目標の全国大会へあと一歩届かなかったが、中国大
会の準優勝と岡山市練成大会の優勝が嬉しかった。
②今年度の活動を通じて子供達が一番成長したこと

少しずつではあるが、自分達で考え、行動できるようになってきた。
③今年度の活動で一番苦労していること
低学年の子供の練習がおろそかになること。（指導者の人数・勉強不足）
④子供たちが前向きに練習や試合に取り組むために心掛けていること

体力的に厳しい練習、試合でも「少し笑顔」になる言葉掛けに気を付けている。
⑤当財団の理念及び５つの誓いを子供達にどのように教えて頂いているか

挨拶と感謝の心、自分で考え、失敗を恐れず行動する事を中心に機会ある毎に話をしている。
⑥当財団に望むこと、期待すること
貴団体の理念と、今回のような助成金は激減するバレーボール人口の歯止めになると期待しま
す。今後もこの事業がますます発展することを祈念いたします。

①今年度の活動において伝えたい事や嬉しい出来事
岡山県代表として中国大会へ参加し、接戦の末
3位になった事。多くの友達を作ることができた事。
②今年度の活動を通じて子供達が一番成長したこと

他人に迷惑をかけず、進んで奉仕活動に参加するようになった。
③今年度の活動で一番苦労していること
昨年国内ｽﾎﾟｰﾂ界における暴力やﾊﾟﾜﾊﾗの事件があったので指導者も気を付けるように徹底した。
④子供たちが前向きに練習や試合に取り組むために心掛けていること

ルールを守り、仲間を信じ、行動できるよう指導している。
⑤当財団の理念及び５つの誓いを子供達にどのように教えて頂いているか

助成金をいただくと同時に貴財団が目指す人づくりについて説明した。
そして理念及び５つの誓いを全員に読んで教えた。
⑥当財団に望むこと、期待すること

ｽﾎﾟｰﾂ少年団が減少する中で青少年のｽﾎﾟｰﾂ活動にご支援をいただくのは心強いです。

①今年度の活動において伝えたい事や嬉しい出来事
県内はﾍﾞｽﾄ８で終わったが、県外ﾁｰﾑと沢山試合が
できた１年だった。その中で他県の１位に勝利したり、
互角の試合ができたことに自信が持てた。
②今年度の活動を通じて子供達が一番成長したこと
プレー以外での挨拶や試合中に仲間の脱いだｼｬﾂを自発的に畳んだりと「自覚」が芽生えた事。
③今年度の活動で一番苦労していること
成績もよく、県外からのお誘いが多くあり、度重なる遠征が各家庭の負担となった。
また選手でない低学年の子の練習がお休みになることが多くなってしまった。
④子供たちが前向きに練習や試合に取り組むために心掛けていること
ミスを責めるのではなく、その子が次のプレーに切り替えられるような
前向きな言葉を掛けようと指導し、仲間意識を持たせるようにしている。
⑤当財団の理念及び５つの誓いを子供達にどのように教えて頂いているか
子供達に紹介した上でまずは理解し、日々の生活の中で意識すること、そして行動し、習慣化させ、
当たり前にできる人格作りに取り組んでいるが大人も口だけにならないよう取り組んでいる。
⑥当財団に望むこと、期待すること
引き続き青少年のスポーツ活動のご支援を宜しくお願いいたします。

①今年度の活動において伝えたい事や嬉しい出来事
本年度は少ない人数でｽﾀｰﾄし、団員もなかなか集まらず、
試合でも力を発揮することができない状況だったが、一人
一人が出来る事を自ら考え行動していた事に成長を感じる。
②今年度の活動を通じて子供達が一番成長したこと
自主性が養われた。
③今年度の活動で一番苦労していること
新入団員募集のチラシを作り、体験入団等行っているが、確保が難しい。
④子供たちが前向きに練習や試合に取り組むために心掛けていること
子供達自身で考え、判断し、行動するように促している。
⑤当財団の理念及び５つの誓いを子供達にどのように教えて頂いているか
練習や試合を通して指導者や保護者が伝え、日々の生活でも実践するよう声をかけている。
⑥当財団に望むこと、期待すること
今後も活動を続けていただきたいと思います。

①今年度の活動において伝えたい事や嬉しい出来事
第35回高野ｽﾎﾟｰﾂ少年団招待ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ大会が開催できた。
②今年度の活動を通じて子供達が一番成長したこと
沢山の試合を経験して、試合中子供達同士で声を掛け合い
プレーができるようになった。
③今年度の活動で一番苦労していること
団員の獲得に苦労している。
④子供たちが前向きに練習や試合に取り組むために心掛けていること
礼儀、挨拶、全力プレーを意識して、試合ではもちろん攻守交代も全力でするようになってきた。
⑤当財団の理念及び５つの誓いを子供達にどのように教えて頂いているか
礼儀、挨拶、感謝、仲間の大切さを教えています。指導者・保護者や周囲の方々のサポートがあっ
て初めて活動ができていることを教えている。
⑥当財団に望むこと、期待すること
本当に感謝しています。このまま継続していただけることを希望します。

①今年度の活動において伝えたい事や嬉しい出来事
新入団員、指導者が増え、充実した活動ができた。
②今年度の活動を通じて子供達が一番成長したこと
目標を立て、練習に一生懸命に取り組めるようになった。
③今年度の活動で一番苦労していること
短時間での練習内容を考えること。
④子供たちが前向きに練習や試合に取り組むために心掛けていること
チームと個人の目標を立てる事。
⑤当財団の理念及び５つの誓いを子供達にどのように教えて頂いているか
練習終了時、人間として大切なこととして指導している。
⑥当財団に望むこと、期待すること
助成いただき感謝しております。今後ともよろしくお願いいたします。

心ひとつに！

私たちは健康な身体と心を養い次代を
担う立派な人間になるよう努力します。

友情・協力・感謝・継続

一球入魂、一致団結

継続は力なり

人に優しく、自分に厳しく

挨拶・礼儀、感謝

心をひとつに

①今年度の活動において伝えたい事や嬉しい出来事
4年ぶりのﾗｲｽﾞｶｯﾌﾟに出場が決まり、子供達が「優勝」と
いう目標を掲げ、指導者と共に頑張り見事優勝したこと。
②今年度の活動を通じて子供達が一番成長したこと
ｸﾞﾙｰﾌﾟ活動のｽﾎﾟｰﾂの中で人を思いやる気持ちとくじけない気持ちが成長した。
③今年度の活動で一番苦労していること
団員不足が一番の悩み。入団したいが保護者の理解が得られないということが多い。
④子供たちが前向きに練習や試合に取り組むために心掛けていること
楽しく練習をし、自信を持たせ、自分で考えるよう、指導者も言葉だけでなく
身体を使い、動作しながら指導している。
⑤当財団の理念及び５つの誓いを子供達にどのように教えて頂いているか
礼儀を守り、決められたことを守り、物を大切にすること。
練習、試合での心構え、また感謝する気持ちを持つように伝えている。
⑥当財団に望むこと、期待すること
頑張っている子供達に今後も貴財団の活動を続けていただきたいと思います。



 

◆応募資格
①岡山県内に所在するスポーツ少年団であること。
②スポーツ少年団に所属するチームであって、その活動が活発であると財団が認めるもの。
※２年連続の助成はしておりません。再度応募される方は、1年以上空けてご応募ください。

◆助成対象
①スポーツの練習、試合を通じて発生する費用を対象とします。
②活動の為に必要な消耗品費、設備費、賃借料、光熱費などですが、飲食費、交際費は対象になりません。
③助成対象期間は募集年度と同じ2019年4月1日から2020年3月31日までとします。

◆助成金額
１団体につき12万円を上限とします。

◆応募方法
所定の応募用紙『活動助成申請書』にご記入の上提出して下さい。なお、応募用紙は公共の教育施設及び
財団ＨＰ(http://www.mate.or.jp/)に用意しております。または、メイト公徳体財団事務局（Tel ： 0869-88-0243  
担当：後谷（うしろだに） までご連絡くだされば、送付させていただきます。

◆応募期間
2019年2月1日から2019年4月30日まで

◆提出先
株式会社メイト内 公益財団法人 メイト公徳体財団事務局 担当：後谷

[ 住所 ： 〒709-0514 岡山県和気郡和気町佐伯526-3 ]
なお、申請書の返却はいたしませんが、審査目的以外の使用は致しませんのでご了承ください。

公益財団法人 メイト公徳体財団 2019年度助成金募集要綱

■ 公益財団法人 メイト公徳体財団

担当 ／ 後谷（うしろだに） ・石原

TEL ／ ０８６９－８８－０２４３ FAX ／ ０８６９－８８－０２４８

住所 ／ 〒７０９－０５１４ 岡山県和気郡和気町佐伯５２６－３

ホームページ ／ ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｍａｔｅ．ｏｒ．ｊｐ／

メイト公徳体財団への
お問い合わせは

こちらまで
お願いいたします。

桜が丘ﾚｯﾄﾞﾌｧｲﾔｰｽﾞｽﾎﾟｰﾂ少年団

ｽﾛｰｶﾞﾝ 仲間と元気に明るく活動し
礼儀を大切にする心を育てる

高島卓球ｽﾎﾟｰﾂ少年団卓球

ｽﾛｰｶﾞﾝ

野球 津山新林田ｽﾎﾟｰﾂ少年団ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ
ｻｯｶｰ・ﾊﾞｽｹ

ｽﾛｰｶﾞﾝ

①今年度の活動で伝えたい事や嬉しい出来事

野球活動以外の場で他の方に褒められた（挨

拶がきちんとできている）こと。
②今年度の活動で子供達が一番成長したこと

野球活動以外の場でもきちんと挨拶ができるよ

うになったこと。
③今年度の活動で一番苦労していること

団員を増やすために、体験会等企画したが、な

かなか入団までに至らない。
④子供たちが前向きに練習や試合に

取り組むために心掛けていること

練習は厳しく、試合は楽しく。
⑤当財団の理念及び５つの誓いを子供達に

どのように教えて頂いているか

活動の中で挨拶は特に自然とできるように伝え

ている。また周りへの感謝、自ら考えて行動で

きるよう練習時に話している。
⑥当財団に望むこと、期待すること

財団の講演・助成事業にとても感謝していま
す。今後も可能な限り継続して頂きたい。

①今年度の活動で伝えたい事や嬉しい出来事

ソフトボールの大会で学区の代表となり、美作

大会へ出場したこと。
②今年度の活動で子供達が一番成長したこと

練習の始まりと終了の挨拶だけでなく、個人個

人が指導者・育成会へ立ち止まって挨拶がで

きるようになった。
③今年度の活動で一番苦労していること

夏に酷暑が続き、熱中症対策・夏季練習の中

止など選手の体調管理に気を配った。
④子供たちが前向きに練習や試合に

取り組むために心掛けていること

決して人のせいにせず、ﾐｽを責めない。ﾐｽをｶ

ﾊﾞｰできる選手になることを常に伝えている。
⑤当財団の理念及び５つの誓いを子供達に

どのように教えて頂いているか

当団の理念・方針と同じ言葉が多く、子供たち

に挨拶・声出しの中で活用させている。
⑥当財団に望むこと、期待すること

財団主催の大会を増やしていただき、ぜひ出

場したいです。

①今年度の活動で伝えたい事や嬉しい出来事

上達することへの喜びを感じ、練習に熱心に

なった。
②今年度の活動で子供達が一番成長したこと

年下の団員に対して優しく丁寧に接することが

できるようになった。
③今年度の活動で一番苦労していること

大会参加に対する保護者の気持ちにばらつき

があること。
④子供たちが前向きに練習や試合に

取り組むために心掛けていること

試合をして、勝つことの喜びを感じることも、負

けて悔しい気持ちになることもそれなりに楽し

めるということを指導している。
⑤当財団の理念及び５つの誓いを子供達に

どのように教えて頂いているか

それぞれの場面において、５つの行動と心を教

えている。
⑥当財団に望むこと、期待すること

子供たちの心と身体の成長に役立つ情報の提

供をいただけると幸いです。

品よく、元気よく、礼儀正しく 最後まであきらめない！
何事にも全力でプレーする！


