
NO 依頼者 活動内容
1 一般財団法人 全日本剣道連盟 平成30年度(第53回) 剣道中央講習会(東日本) 補助

2 大原健康ｸﾗﾌﾞ 4/1 ～ 3/31 大原健康ｸﾗﾌﾞ 体力づくり運動指導(毎週火・金曜日)

3 岬健康ｸﾗﾌﾞ 4/1 ～ 3/31 岬健康ｸﾗﾌﾞ 体力づくり運動指導(毎週火・金曜日)

4 ﾆｭｰはつらつ会 4/1 ～ 3/31 ﾆｭｰはつらつ会 健康体力づくり運動指導(毎週月曜日)

5 ｵﾙｶ鴨川ＦＣ 4/1 ～ 3/31
ｵﾙｶ鴨川FC・国際武道大学ｻｯｶｰ部共同企画
「南房総地区女子ｻｯｶｰ普及、未来のなでしこ育成ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ」 運営・指導

6 公益財団法人 日本武道館 4/1 ～ 3/31 日本武道館研修ｾﾝﾀｰ武道学園 剣道講師(毎週水・金曜日)

7 公益財団法人 日本武道館 4/1 ～ 3/31 日本武道館研修ｾﾝﾀｰ武道学園 柔道講師(毎週水・金曜日)

8 公益財団法人 日本武道館 4/1 ～ 3/31 日本武道館研修ｾﾝﾀｰ武道学園 柔道助手(毎週水・金曜日)

9 公益財団法人 日本武道館 4/1 ～ 3/31 日本武道館研修ｾﾝﾀｰ武道学園 空手道助手(毎週火曜日)

10 公益財団法人 日本武道館 4/1 ～ 3/31 日本武道館研修ｾﾝﾀｰ武道学園 合気道助手(毎週金曜日)

11 勝浦市教育委員会 4/10 ～ 7/17 勝浦ｽﾎﾟｰﾂｺﾐｭﾆﾃｨ(器械体操) 指導員

12 勝浦市教育委員会 4/10 ～ 7/17 勝浦ｽﾎﾟｰﾂｺﾐｭﾆﾃｨ(ﾀｸﾞﾗｸﾞﾋﾞｰ) 指導員

13 夷隅地区柔道会 4/15 ～ 3/31 夷隅地区少年柔道教室の講師及び講師補助(毎月第一日曜日)

14 勝浦東急ｻﾆｰﾊﾟｰｸ 「勝浦東急ふれあいﾌｪｽﾀ2018」体験型ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ 企画運営

15 千葉県立香取特別支援学校 千葉県立香取特別支援学校 運動会 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ

16 勝浦市教育委員会 5/14 ～ 12/17 勝浦ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙｺﾐｭﾆﾃｨ(KVC) 指導員

17 勝浦ﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙﾁｰﾑ 5/14 ～ 3/16 勝浦ﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙﾁｰﾑのｺｰﾁ及び指導補助

18 大多喜町教育員会 5/19 ～ 3/9 ｼﾞｭﾆｱｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ ｷﾝﾎﾞｰﾙ教室の指導及び指導補助

19 長生特別支援学校 長生特別支援学校 平成30年度 運動会 補助役員

20 千葉県障害者ｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ協会 平成30年度 千葉県障害者ｽﾎﾟｰﾂ大会 補助(卓球競技)

21 一般社団法人 千葉県障がい者ｽﾎﾟｰﾂ協会 平成30年度 千葉県障害者ｽﾎﾟｰﾂ大会 大会補助(水泳)

22 日本ｳｨﾙﾁｪｱｰﾗｸﾞﾋﾞｰ連盟 5/21 ～ 5/27 ｼﾞｬﾊﾟﾝﾊﾟﾗ競技大会ｳｨﾙﾁｪｱｰﾗｸﾞﾋﾞｰ競技大会 会場設営・競技運営補助

23 勝浦市農林水産課水産係 第16回 「勝浦港ｶﾂｵまつり」でのｴｲｻｰ披露

24 一般財団法人 日本ﾗｲﾌｾｰﾋﾞﾝｸﾞ協会 6/2 ～ 6/3 第31回 全日本ﾗｲﾌｾｰﾋﾞﾝｸﾞ種目別選手権大会 ﾄﾚｰﾅｰｽﾃｰｼｮﾝ設置

25 茂原市ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ協会 第15回 千葉県ｳｫｰｸﾗﾘｰ大会 茂原会場 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｽﾀｯﾌ

26 千葉県障害者ｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ協会 平成30年度 千葉県障害者ｽﾎﾟｰﾂ大会 補助(ｻｳﾝﾄﾞﾃｰﾌﾞﾙﾃﾆｽ)

27 一般財団法人 日本ﾗｲﾌｾｰﾋﾞﾝｸﾞ協会 6/9 ～ 6/10 第10回 全日本ﾗｲﾌｾｰﾋﾞﾝｸﾞﾕｰｽ選手権大会 ﾄﾚｰﾅｰｽﾃｰｼｮﾝ設置

28 千葉県障害者ｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ協会 平成30年度 千葉県障害者ｽﾎﾟｰﾂ大会 補助(ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ)

29 小中体連安房支部小学校 南房総市・鋸南町部会 南房総市立千倉小学校体操教室 講師

30 勝浦市教育委員会・勝浦市体育協会 平成30年度 第2回 勝浦杯近隣中学校春季ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会 審判員

31 千葉県小中学校体育連盟・夷隅支部陸上競技専門部 平成30年度 夷隅郡市中学校総合体育大会 陸上競技大会 審判補助

32 国際協力機構 東京国際ｾﾝﾀｰ 外国人の初心者を対象とした武道講習会

33 勝浦市教育委員会 平成30年度 前期 大人の体力測定

34 勝浦市教育委員会・勝浦市体育協会 平成30年度 春季市民ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会 審判員

35 千葉県小中学校体育連盟 陸上競技専門部 6/30 ～ 7/1 第64回 全日本中学校通信陸上競技大会千葉県大会 ﾄﾚｰﾅｰｽﾃｰｼｮﾝ設置

36 沖縄県高等学校体育連盟 7/6 ～ 7/8 平成30年度 第56回全九州高等学校水球競技大会 大会委員

37 南勝浦ｲﾍﾞﾝﾄ実行委員会 7/7 ～ 7/8 「勝浦ｽｲﾑﾌｪｽﾀ」 大会運営・安全管理

38 千葉県環境生活部ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ推進局
事前ｷｬﾝﾌﾟ･大会競技支援課

平成30年度 県民の日 君津地域行事(ｵﾘ･ﾊﾟﾗ競技体験) 補助員

39 千葉県障害者ｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ協会 平成30年度 千葉県障害者ｽﾎﾟｰﾂ大会 補助(ﾌｯﾄﾍﾞｰｽﾎﾞｰﾙ)

40 公益財団法人 日本武道館 7/21 ～ 7/22
明治150年記念 平成30年度 全日本少年少女武道(剣道)錬成大会
試合場運営主任
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41 公益財団法人 修養団（ＳＹＤ) 7/22 ～ 8/26 夏期子ども自然体験活動 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾘｰﾀﾞｰ

42 ふれあい訓練会 ﾌﾟｰﾙで遊ぼう会(第1回) 幼児・児童等 介助

43 勝浦市教育委員会・勝浦市ｽﾎﾟｰﾂ推進委員連絡協議会 7/23 ～ 7/27 平成30年度 ｼﾞｭﾆｱ水泳教室

44 軽費老人ﾎｰﾑ勝浦部原荘 軽費老人ﾎｰﾑ勝浦部原荘 教養講座

45 千葉県小中学校体育連盟 陸上競技専門部 7/27 ～ 7/28 第72回 千葉県中学校総合体育大会 陸上競技の部 ﾄﾚｰﾅｰｽﾃｰｼｮﾝ設置

46 千葉県立東金特別支援学校 千葉県立東金特別支援学校 防災ｳｫｰｸﾗﾘｰ 運営補助

47 群馬県水泳連盟 7/28 ～ 7/29 平成30年度 JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ水球競技関東ﾌﾞﾛｯｸ予選会 補助役員

48 日出学園中学校 7/30 ～ 8/6 日出学園臨海学校 指導員

49 世界ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会組織委員会 8/2 ～ 8/12 第16回 世界女子ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会 救護ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ

50 国民体育大会関東ﾌﾞﾛｯｸ水泳競技実行委員会 8/3 ～ 8/5 第73回 国民体育大会関東ﾌﾞﾛｯｸ大会水泳(水球)競技 競技役員

51 鴨川市教育委員会 8/4 ～ 8/5 平成30年度 鴨川市小学校陸上教室 講師

52 足立区生涯学習ｾﾝﾀｰ 8/12 ～ 8/14 子ども自然体験教室 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｽﾀｯﾌ

53 亀田ｸﾘﾆｯｸﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ室 鴨川市内運動部系中学生ﾒﾃﾞｨｶﾙﾁｪｯｸ事業 補助

54 ふれあい訓練会 ﾌﾟｰﾙで遊ぼう会(第2回) 幼児・児童等 介助

55 ANA総合研究所 9/9 ～ 9/10 福島県SAMURAI SPIRIT TOURISM ﾓﾆﾀｰ

56 勝浦市 勝浦市健康ﾊﾂﾗﾂ･ﾌｨｯﾄﾈｽ教室 体力測定 補助

57 いすみ市 いすみ市健康体力づくり事業 体力測定 補助

58 御宿町 9/15 ～ 9/16 御宿町健康体力ﾁｪｯｸ事業 補助

59 日本ﾗｲﾌｾｰﾋﾞﾝｸﾞ協会 9/15 ～ 9/16 第44回 全日本ﾗｲﾌｾｰﾋﾞﾝｸﾞ選手権大会・東日本大会 ﾄﾚｰﾅｰｽﾃｰｼｮﾝ設置

60 千葉県小中学校体育連盟夷隅支部 平成30年度 夷隅郡市中学校新人体育大会陸上競技大会 審判補助

61 勝浦市教育委員会 9/18 ～ 12/18 勝浦ｽﾎﾟｰﾂｺﾐｭﾆﾃｨ 後期(ﾀｸﾞﾗｸﾞﾋﾞｰ) 指導員

62 勝浦市教育委員会 9/19 ～ 12/19 勝浦ｽﾎﾟｰﾂｺﾐｭﾆﾃｨ 後期(器械運動) 指導員

63 日本ﾗｲﾌｾｰﾋﾞﾝｸﾞ協会 9/22 ～ 9/23 第33回 全日本学生ﾗｲﾌｾｰﾋﾞﾝｸﾞ選手権大会 ﾄﾚｰﾅｰｽﾃｰｼｮﾝ設置

64 大田区立羽田中学校 9/23 ～ 9/26 大田区立羽田中学校 １学年野辺山移動教室 補助員

65 日本基礎教育研究所 勝浦市立上野小学校ﾗｸﾞﾋﾞｰ出前授業 授業補助

66 日本水泳連盟 10/4 ～ 10/7 第94回 日本選手権水泳競技大会水球競技 競技役員及び大会役員

67 千葉県小中学校体育連盟 陸上競技専門部 10/6 ～ 10/7 第43回 千葉県中学校新人陸上競技大会

68 日本ﾗｲﾌｾｰﾋﾞﾝｸﾞ協会 10/6 ～ 10/7 第44回 全日本ﾗｲﾌｾｰﾋﾞﾝｸﾞ選手権大会(本戦) ﾄﾚｰﾅｰｽﾃｰｼｮﾝ設置

69 全日本女子野球連盟 10/6 ～ 10/8 第13回 全日本女子硬式ｸﾗﾌﾞ野球選手権大会 大会運営補助

70 千葉県体育協会 まちづくり公社ｸﾞﾙｰﾌﾟ 「ちばｽﾎﾟｰﾂ夢ﾌｪｽﾀ 2018」ｽﾎﾟｰﾂ体験教室 運営及び運営補助

71 一般社団法人 千葉県障がい者ｽﾎﾟｰﾂ協会 茂原市「ｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾀ」ﾊﾟﾗｽﾎﾟｰﾂ体験ﾌﾞｰｽ 運営補助

72 勝浦市 勝浦市 市制施行60周年記念式典における武道演武披露

73 社会福祉法人 信和会 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ上埴生の郷「上埴生(かみはぶ)祭」 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ

74 千葉県なぎなた連盟 第68回 千葉県民大会なぎなたｲﾍﾞﾝﾄ 役員

75 千葉県競技力向上推進本部
平成30年度 千葉県競技力向上推進本部事業
「ﾄｯﾌﾟｱｽﾘｰﾄ等活用事業(体操競技)」 講師

76 社会福祉法人槇の里いすみ学園 第34回 槇の里祭

77 千葉県立長生特別支援学校 平成30年度 「しおかぜ祭(文化祭)」 運営補助

78 軽費老人ﾎｰﾑ勝浦部原荘 教養講座「お年寄りの健康・体力づくり」 講師及び講師補助

79 Boasorte Sports Academy 10/27 ～ 10/28 Boasorte Sports Academy「1泊2日お泊り合宿」 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｽﾀｯﾌ

80 房総ｳｪｰﾌﾞｽＲ.Ｆ.Ｃ
第15回 小学生ﾀｸﾞﾗｸﾞﾋﾞｰ選手権千葉県予選
第１回 南総大会 大会運営補助

81 千葉県ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ協会 第46回 千葉県総合ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ選手権大会 運営補助

82 千葉県立香取特別支援学校 第35回 「かよう祭」 運営補助
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83 千葉県障害者ｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ協会 平成30年度 千葉県障害者ｽﾎﾟｰﾂ大会 補助(ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ(知的))

84 勝浦市教育委員会・勝浦市体育協会 第47回 市民ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会 審判員

85 千葉県立長生特別支援学校 長生特別支援学校 剣道演舞

86 千葉県障害者ｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ協会 平成30年度 千葉県障害者ｽﾎﾟｰﾂ大会 補助(ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ)

87 千葉県なぎなた連盟
皇后杯第63回 全日本なぎなた選手権大会
第18回 全日本男子なぎなた選手権大会 競技役員

88 いすみ健康ﾏﾗｿﾝ実行委員会 第11回 いすみ健康ﾏﾗｿﾝ大会(小・中学生の部) ﾄﾚｰﾅｰｽﾃｰｼｮﾝ設置

89 いすみ健康ﾏﾗｿﾝ実行委員会 第11回 いすみ健康ﾏﾗｿﾝ大会(一般の部) ﾄﾚｰﾅｰｽﾃｰｼｮﾝ設置

90 いすみ健康ﾏﾗｿﾝ実行委員会 第11回 いすみ健康ﾏﾗｿﾝ大会(一般の部) 大会補助

91 ｻﾝｹｲｽﾎﾟｰﾂ 第43回 ｻﾝｽﾎﾟ千葉ﾏﾘﾝﾏﾗｿﾝ

92 勝浦市立勝浦中学校 勝浦中学校 「障がい者福祉教室」 講師

93 千葉県特別支援学校体育連盟 千葉県特別支援学校駅伝大会 中学部駅伝大会 運営補助

94 千葉県特別支援学校体育連盟 千葉県特別支援学校駅伝大会 高等部駅伝大会 運営補助

95 ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞﾗｸﾞﾋﾞｰｱｶﾃﾞﾐｰ日本校 ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞﾗｸﾞﾋﾞｰｱｶﾃﾞﾐｰ ﾗｸﾞﾋﾞｰ教室

96 千葉県障害者ｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ協会 平成30年度 千葉県障害者ｽﾎﾟｰﾂ大会 補助(ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ(聴覚))

97 勝浦市教育委員会 平成30年度 後期 大人の体力測定

98 勝浦市剣友会 第37回 松和杯争奪青少年育成剣道大会 審判員

99 日本ｳｨﾙﾁｪｱｰﾗｸﾞﾋﾞｰ連盟 12/13 ～ 12/16 第20回 ｳｨﾙﾁｪｱｰﾗｸﾞﾋﾞｰ日本選手権大会

100 勝浦ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ同好会 ﾌｧﾐﾘｰｺﾝｻｰﾄ in ｸﾘｽﾏｽ2018への出演

101 勝浦市立勝浦幼稚園 勝浦幼稚園 ｸﾘｽﾏｽ会でのｻﾝﾀｸﾛｰｽ役

102 全日本ﾕｰｽ（Ｕ15)水球競技選手権大会実行委員会 12/23 ～ 12/27 第11回 全日本ﾕｰｽ(Ｕ15)水球競技選手権大会 競技役員

103 ｽﾎﾟﾙﾄﾌｧﾝﾀ ｽﾎﾟﾙﾄﾌｧﾝﾀ ﾗｸﾞﾋﾞｰ教室

104 勝浦市教育委員会 平成30年度 中学生ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ教室 講師及び講師補助

105 勝浦市 1/19 ～ 1/20 第51回 勝浦鳴海駅伝競走大会 大会運営ｽﾀｯﾌ

106 勝浦市 第51回 勝浦鳴海駅伝競走大会 大会運営役員

107 千葉県障害者ｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ協会 平成30年度 千葉県障害者ｽﾎﾟｰﾂ大会 補助(ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ(精神))

108 南総ﾀｸﾞﾗｸﾞﾋﾞｰ普及会 鴨川市土曜ｽｸｰﾙﾀｸﾞﾗｸﾋﾞｰ

109 勝浦市教育委員会 平成30年度 近隣中学校ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会 審判員

110 夷隅地区ｽﾎﾟｰﾂ推進委員連絡協議会 平成30年度 夷隅地区ｼﾞｭﾆｱｽﾎﾟｰﾂ講習会

111 川崎市立有馬中学校 2/3 ～ 2/5 平成30年度 川崎市立有馬中学校第1学年(冬季)自然教室

112 勝浦市教育委員会 第48回 いすみ市・勝浦市ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ総合選手権大会 審判員

113 全日本柔道連盟 2/7 ～ 2/19 学生ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ海外派遣事業(柔道指導)

114 板橋区立桜川中学校
「ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ教育推進のための教育支援ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ」
空手道教室 講師及び講師補助

115 勝浦市 勝浦市健康ﾊﾂﾗﾂ･ﾌｨｯﾄﾈｽ教室 体力測定 補助

116 いすみ市 いすみ市健康体力づくり事業 体力測定 補助

117 ｽﾎﾟﾙﾄﾌｧﾝﾀ ｽﾎﾟﾙﾄﾌｧﾝﾀ ﾗｸﾞﾋﾞｰ教室

118 千葉県立一宮商業高等学校 文部科学省指定ｽｰﾊﾟｰ･ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ･ﾊｲｽｸｰﾙ(SPH)事業に係る英語特別授業の実施

119 公益財団法人 日本武道館 3/2 ～ 3/3 「第1回 外国人留学生等対象国際武道文化ｾﾐﾅｰ」 実技指導補助

120 ｽﾎﾟﾙﾄﾌｧﾝﾀ ｽﾎﾟﾙﾄﾌｧﾝﾀ ﾗｸﾞﾋﾞｰ教室

121 いすみ市少年剣道大会実行委員会 「いすみ市少年剣道大会」 審判員

122 全日本ｼﾞｭﾆｱ水球競技選手権大会実行委員会 3/17 ～ 3/21 第5回 全日本ｼﾞｭﾆｱ水球競技選手権大会 大会役員

123 千葉県水泳連盟 3/26 ～ 3/30 第41回 全国JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ春季水泳競技大会 競技役員
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