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公益財団法人 メイト公徳体財団便り
理事長ご挨拶

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。

厳しい寒さも徐々に和らぎ、春が近いことを感じる今日この頃ですが、皆様いかがお過ごしでしょうか。

春から新しいスポーツを始められるというお子さんもいらっしゃるかと思いますが、

スポーツは、体力の向上のみならず、様々な「チカラ」を与えてくれます。

「スポーツの持つチカラ」について、私は次のように考えます。

１．常に目標を定め、その目標に到達するための努力を重ねることにより、

よりよく生き、よき社会人として成長することができる。

２．各スポーツのルールを守ることにより、社会的ルールや倫理を尊重し、社会正義を身につけて

社会の不条理に立ち向かう人間になれる。

３．スポーツの実践を通して仲間を作り、自己中心ではなく他者を思いやる心が持てる。

４．偏見や差別意識の解消に繋がり、人倫や平等に対する認識が向上する。

５．持続可能な開発（SDGｓ）の考え方の理解が進み、地球規模の視点で行動できるようになる。

スポーツは、寛容性と尊厳を促進するＳＤＧｓの重要な鍵の一つであると位置づけられております。

さて、今日の世界情勢に目を向けてみますれば、ロシアのウクライナ侵攻が大きな問題となっております。

ＳＤＧｓが掲げる「平和と公正を全ての人に」を実現するために人類はまだまだ遠い道のりを歩まなければならないようですが、

優秀な次世代の若者たちが、将来きっと実現してくれることと確信しております。

私共はスポーツを通じてそのような若い世代の健全育成に貢献するべく、より一層励んで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の程、よろしくお願い申し上げます。

理事長

赤岩 達重

◆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。
③過去に当財団の助成を受けたことがないもの。

◆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。
③2022年4月1日から2022年11月末日頃までにお支払いされた費用を対象とします。
④助成団体様には学び館サエスタ(和気郡和気町佐伯)にて開催されます講演会(入場無料)へのご参加を

お願いしております。詳しくは財団ホームページをご覧ください。
◆助成金額

１団体につき12万円を上限とします。
◆応募方法

まずは助成団体応募エントリーシートにご記入の上、ご提出下さい。
応募用紙は財団ＨＰ(https://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）・兼田 ) 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
2022年2月1日から2022年4月30日まで

◆提出先
公益財団法人 メイト公徳体財団事務局 担当：後谷・兼田 メールアドレス：info@mate.or..jp

[ 住所 ： 〒709-0514 岡山県和気郡和気町佐伯526-3 （株式会社メイト内）]
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 2022年度助成金募集要綱



 
　

高野スポーツ少年団

弥生スポーツ少年団

陵南ミニバスケットボールスポーツクラブ男子ミニバスケットボール

ｽﾛｰｶﾞﾝ 一球入魂

ｽﾛｰｶﾞﾝ

シャイニィ瀬戸内ＶＢＣ女子

ｽﾛｰｶﾞﾝ

ｽﾛｰｶﾞﾝ ｽﾛｰｶﾞﾝ

ｽﾛｰｶﾞﾝ

ｽﾛｰｶﾞﾝ

ｽﾛｰｶﾞﾝ

ソフトボール
サッカー

サッカー、ソフトボール
ミニバスケットボール

バレーボール

ｽﾛｰｶﾞﾝ

ｽﾛｰｶﾞﾝ ｽﾛｰｶﾞﾝ

日生・三石バレーボールスポーツ少年団バレーボール
駅伝、その他

①今年度の活動において伝えたい事や嬉しい出来事
ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ最後の試合で準決勝まで進み、ﾀｲﾌﾞﾚｰｸで
敗れはしたものの、みんなが粘り強さを見せてくれたこと。
②今年度の活動を通じて子供達が一番成長したこと
自ら考えて行動できるようになったこと。
③コロナ対策として活動の際に工夫していること

検温を行い、少しでも体調が悪い場合は無理をさせないよう心掛けています。
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

一番心がけているのは子供たちへの声掛けで、なるべく指示するような声掛けはせず、出来て

いるところは上手に褒め、その後アドバイスをするようにしています。
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、感謝、努力、自分を信じるということは、高野スポーツ少年団でも昔からの伝統です。
メイトの５つの誓い、理念も忘れないようこれからも頑張ろうと伝えました。
⑥当財団に望むこと、期待すること 今後もこの活動を継続してください。

ｽﾛｰｶﾞﾝ
旭スポーツ少年団女子サッカー部サッカー

①今年度の活動において伝えたい事や嬉しい出来事
昨年度はほとんど中止になった練習・試合が思いっきり
できたこと、新しく団員が８人も増えたこと。
②今年度の活動を通じて子供達が一番成長したこと
女子がたくさん入団してくれて、男女関係なく仲良く、仲間を思い合い助け合い、
今まで以上に団結力と絆が強くなり、成長できたこと。
③コロナ対策として活動の際に工夫していること 試合・練習時の検温と手指消毒の徹底。
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 できなかった事がなぜ
できなかったかを自分で考え、次にできるようになったら褒めて任せるようにしています。
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
人と人とのつながりやスポーツをしていく上で大切な事なので、活動を通じて改めて
伝えていきます。
⑥当財団に望むこと、期待すること
これからも子供達と目標に向かって頑張っていきますので、応援よろしくお願いします。

①今年度の活動において伝えたい事や嬉しい出来事
夏の大会で準優勝できたこと。
②今年度の活動を通じて子供達が一番成長したこと
サーブやレシーブがセッターに上手く返球できるように
なったこと。
③コロナ対策として活動の際に工夫していること

マスク着用と距離を置いた練習の実施。
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

声を出してお互いに話せる環境を作っています。
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

普段から伝えていることが、５つの誓いの中に入っています。
⑥当財団に望むこと、期待すること
これからも知育、徳育、体育を大事にしていただけたらと思います。

①今年度の活動において伝えたい事や嬉しい出来事
団員ひとりひとりが、できることが増え、バレーボールに
前向きな姿勢で取り組もうとしていること。
②昨年・今年度の活動を通じて子供達が一番成長したこと
プレーの際の改善すべきことを自分達で話し合って
解決しようとする姿勢が見えてきたこと。
③コロナ対策として活動の際に工夫していること
活動前の手指の消毒。練習試合など外で行う活動の際のマスク着用。
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
できていることといないこと、個々が取り組むべき課題をはっきりさせることと、良くなっている時は
しっかり認めること。
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
財団便りをコピーして渡すことで伝えている。
⑥当財団に望むこと、期待すること 今後ともご支援を続けていただきたく思っています。

心 輝 弥生スポーツ少年団

①今年度の活動において伝えたい事や嬉しい出来事
ECCジュニアカップにてベスト８に勝ち上がったこと。
２年ぶりに県外遠征が行えたこと。
②今年度の活動を通じて子供達が一番成長したこと
仲間と協力し合うこと。
③コロナ対策として活動の際に工夫していること 消毒、体調管理の徹底
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
学年や経験にかかわらず、やる気のある子ども、声の出せる子どもをレギュラーに起用すること。
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
日々の練習において指導者からの振り返りとして、挨拶や感謝の心などを伝えています。
⑥当財団に望むこと、期待すること 今後も継続していただけるとありがたいです。

あいさつと礼儀を大切に

守 破 離
①今年度の活動において伝えたい事や嬉しい出来事
中学生女子が団体戦で４４年ぶりに県大会優勝を果たし、
全国大会へ出場したこと。
②今年度の活動を通じて子供達が一番成長したこと

全国大会出場により全体の意識が高まったこと。
③コロナ対策として活動の際に工夫していること
入退場時の手足の消毒、家庭での検温の徹底。
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

指導したことができた時にはしっかり褒めながら、試合前には気持ちを高めるために
発破を掛けるように心がけています。。
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

普段の生活の中でも自然に実行できるよう、練習の終わり等に皆さんに伝えていきます。
⑥当財団に望むこと、期待すること

今後、コロナ禍の中で一つでも多くの大会が開催できるよう、ご協力いただけますと幸いです。

①今年度の活動において伝えたい事や嬉しい出来事
コロナ禍ではあるが、感染対策を行い、試合が
行えることで、目標をもって練習に取り組めていること。
②今年度の活動を通じて子供達が一番成長したこと
自分で考え、考えたことをチームメイトと共有できる
ようになっていること。
③コロナ対策として活動の際に工夫していること
毎回の体調チェック。活動に支障のない範囲でのマスク着用。タオルや飲み物などを共有しない。
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
できるだけ静かに見守り、声掛けをする時はできていることを認めるように心がけている。
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
練習開始時に、1年生でも理解しやすいよう丁寧に話をしました。
⑥当財団に望むこと、期待すること
これからも目標に向かって努力している子供達への支援を続けていって欲しいと思います。

①今年度の活動において伝えたい事や嬉しい出来事
自粛明けの練習での子供達の元気な声と笑顔で
練習に取り組む姿は、とてもうれしい気持ちになり、
やりがいを感じました。
②今年度の活動を通じて子供達が一番成長したこと
一生懸命練習に取り組み、元気で明るく、
チームワークも向上し、成長を実感しております。
③コロナ対策として活動の際に工夫していること 感染対策の徹底。
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
感謝の気持ちを持って欲しいと伝えています。
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
スポーツ活動を通じ豊かな人間性、また仲間や道具を大切にする気持ちを、この様な機会に
感謝し伝えたいと思います。
⑥当財団に望むこと、期待すること
今後とも、青少年育成にご尽力下さいますよう、お願い申し上げます。

①今年度の活動において伝えたい事や嬉しい出来事
新しい団員ばかりで4月の初めは練習らしい練習が
できなかったが、夏休み後からできはじめ、試合にも
出ることができたこと。
②今年度の活動を通じて子供達が一番成長したこと
脱いだ靴を揃えることと、挨拶ができるようになったこと。
③コロナ対策として活動の際に工夫していること
準備運動、集合の時に間隔を空けること。休憩時の
手洗いうがい。
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
自分達で、考えさせる。反省ノートをつける。
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
５つのうち、１～２つは練習のたびに話をしています。
⑥当財団に望むこと、期待すること 今後とも、よろしくお願いします。

①今年度の活動において伝えたい事や嬉しい出来事
団員数が過去最多の28人になりました。
②今年度の活動を通じて子供達が一番成長したこと
自主的に大きな声で挨拶ができるようになりました。
③コロナ対策として活動の際に工夫していること
手洗い、消毒、体温管理、換気の徹底。
主催の練習試合では各箇所に消毒液を設置し、
相手チームにも健康チェックシートを提出してもらう。
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
向上心を刺激する声掛けや、チームで同じ目標を掲げて一致団結すること。
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
毎年、感謝と共に保護者・団員に伝えています。
⑥当財団に望むこと、期待すること 今後も支援活動を継続していただければと思います。

基本に忠実に基礎練習を大事にする

自分のなりうる最高への挑戦

思いやりの心と、
人にやさしく自分に厳しく。

粘り強く取り組む

練磨 創造 敬愛

挑 戦

目ざせ！頂点
練習で泣け・試合で笑え①今年度の活動において伝えたい事や嬉しい出来事

バレーボールや、活動などにおいてかなり前向きになったこと。
②今年度の活動を通じて子供達が一番成長したこと
自律心、こちらから求めずともメリハリをつけられるように
なったこと。
③コロナ対策として活動の際に工夫していること
緊急事態宣言中、指導者で集まって動画を撮り、
LINEにて自主トレの仕方を示したり、過去に作成した動画を
配信したりして気持ちを繋げました。
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
ポジションなどを前もって子供達で決めてもらったり、練習の中に、自由練習時間を設定し
それぞれの想いを出せるようにした。
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
関連動画の作成や選定を行い、理解と行動を促していきたい。
⑥当財団に望むこと、期待すること ぜひまた一助頂ければ幸いと思っております。

①今年度の活動において伝えたい事や嬉しい出来事
ユニフォームを新調できたこと。低学年の子も入部してくれ、
新人戦にも出場できたこと。
②今年度の活動を通じて子供達が一番成長したこと

以前に比べ勝ちにこだわるようになってきたと思います。
③コロナ対策として活動の際に工夫していること
換気、消毒の徹底。ボールやネットの消毒も行っています。
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

一人一人大きい声を出すこと。
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

一つ一つを意識して、毎日の練習や試合などで活かせるようにして下さいと伝えています。
⑥当財団に望むこと、期待すること
定期的に助成が受けられるよう支援していただければと思います。

必勝！心を一つに。

山陽チャレンジャーズスポーツ少年団軟式野球

久米剣道教室剣道

御北バレーボールスポーツ少年団バレーボール

佐伯バレーボールスポーツ少年団バレーボール

作東バレーボールスポーツ少年団バレーボール

竜之口スポーツ少年団バレーボール
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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。

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

■ 公益財団法人 メイト公徳体財団

担当 ／ 後谷（うしろだに） ・兼田

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 ／ ｈｔｔｐｓ：／／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。

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

ｽﾛｰｶﾞﾝ

Frou Frou kids 吉備中央ダンス

ｽﾛｰｶﾞﾝ ダンスでみんなを笑顔に挨拶ができる、
積極的に責任のある行動ができる。

秀実スポーツ少年団

①今年度の活動において伝えたい事や嬉しい出来事
少しずつだがリスペクトしあって行動してくれていること。
②今年度の活動を通じて子供達が一番成長したこと
関係者に感謝し、思いやる気持ちと、自分で考えて行動する意識が
表れてきたこと。
③コロナ対策として活動の際に工夫していること
活動ガイドラインを作成し、保護者集団全員でチェックしあえる
体制を構築。全員が同じ意識で行動できるようにしています。
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
子供たちと対等の立場でそれぞれの意見・主張を聞いて
指導にあたり、子供たちが考えるアイディアを積極的に
取り入れています。
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
試合や練習の合間のミーティングで、競技の評価や戦術の
会話だけでなく、その日の言動や行動が私たちの目標と
一致しているか考える時間を作り、伝えていきます。
⑥当財団に望むこと、期待すること
記念講演会がとてもよかったと聞きました。
Zoom等でのリモート開催を検討していただきたいです。
トップアスリートやトップ指導者の生の声が聴ける機会があるのは、
選手・指導者にとって刺激になります。

①今年度の活動において伝えたい事や嬉しい出来事
ダンスメンバーが増えており、出席率が高いこと。
12/25のダンスフェスティバルに予想以上の来場者があったこと。
②今年度の活動を通じて子供達が一番成長したこと
子供達が自主的に練習や準備を進めたり、意見を言えるように
なったこと。
③コロナ対策として活動の際に工夫していること
常時換気の実施。会場内の人数制限と活動中のマスク着用。
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
事務連絡の徹底。休んだ子へはLINEを活用して、レッスンの
進んだ箇所について情報共有。
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
練習時に回覧し、またPDFにして全会員にLINEで共有しました。
⑥当財団に望むこと、期待すること
当団体は、山間部で育つ子供達にも環境のハンディキャップを
取り除いて、可能性を見出してあげたいと思っています。
費用面の問題で継続できなくなる例も聞きますので、
できるだけ単年でなく、継続して助成いただけるとありがたいです。

サッカー、剣道
ソフトボール


