財団
月報

SOUTEN No.302

平成28年度

冠スポーツ奨学金証書授与式を開催

竜太
山本

大喜
堀

航輝

28

本日ここに、鹿屋体育
大学体育学部１９８名、
体育学研究科 名、合計
２２２名の新入生を迎
え、平成 年度の入学式
を挙行できますことは、
国立大学法人鹿屋体育大
学の教職員ならびに在学
生にとりまして、大きな
喜びとするところであり
ます。
そして、今日までご子
弟を温かく見守り、ご支
援を惜しまれなかった保
護者の方々をはじめ、関
係各位の皆様方に、心か
らのお祝いを申し上げま
す。
また、御来賓の皆様に
は、御臨席を賜りまし
て、誠にありがとうござ
います。
さて、平成 年に制定
された ス
｢ポーツ基本法
では、「全ての国民はス
ポーツを楽しむ権利を有
する」ことが法律で謳わ
れています。
さらに、昨年 月には
「スポーツ庁」が発足し
ました。
このように、近年、ス
ポーツが有する文化的
社会的意義は今や国際的
にもゆるぎないものとし
て生活の中に根付いてき
ております。
ところで、１９９２年
の「新ヨーロッパ・ス
ポーツ憲章」では、「ス
ポーツ」を「体力向上、
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精神的充足感の表出、社
会的関係の形成、競技力
向上を目的とするあらゆ
る身体活動の総体」と定
義しております。
つまり、スポーツを実
施する時の動機や目的を
基にスポーツを考えると
「健康スポーツ」「教養
スポーツ」そして「競技
スポーツ」に分類できま
す。
鹿屋体育大学は「ス
ポーツ」の研究と教育を
専門とする大学であり、
また、スポーツ科学や体
育科学は、人間が健康で
文化的な生活ができるよ
う、身心を育成すること
を対象とした学問であり
ます。
それぞれのスポーツの
目的に合った身心を創造
するためには、科学的に
裏付けられた理論と方法
に従った科学的な指導が
必要になります。
今日（こんにち）、健
康で文化的な生活に資す
る体育 ス
･ ポーツ活動を
｣科学的にアプローチする
必要性がますます高まっ
ています。
スポーツの科学的アプ
ローチは主として自然科
学的手法や人文社会科学
的手法が用いられてきま
したが、現在では、ス
ポーツの出来栄え、すな
･わち、スポーツパフォー
マンスを独自の科学的に
分析・統合する手法、つ
まり、スポーツパフォー
マンス科学が新しく用い
られるようになってきて
おります。
鹿屋体育大学は、これ
らのスポーツ科学をさら
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に発展させる使命があ
り、その研究成果を基に
体育・スポーツを教育
し、社会に貢献すること
を目的とした大学であり
ます。
皆さんには、将来、
「健康スポーツ」「教養
スポーツ」そして「競技
スポーツ」の専門家とし
て成長していただきたい
と思います。
そのスポーツの専門家
としては、主に４つの道
があります。
第１の道は、スポーツ
指導者であります。指導
者には学校教育における
体育教員としての指導
者、競技選手を指導する
コーチやトレーナー等の
競技スポーツでの指導
者、健康体力づくりを目
指す人を指導する健康ス
ポーツでの指導者であ
り、健康で文化的な生活
を目指す高い資質の生活
能力を発揮できるように
する「教養スポーツ」で
の指導者などでありま
す。
第２の道は、スポーツ
科学の研究者でありま
す。自らの最も興味があ
り得意とする学問領域の
知識と技術を駆使してス
ポーツ科学の研究を専門
とする研究者でありま
す。
第３の道は、オリン
ピックに代表されるトッ
プアスリートを目指す道
です。授業や課外活動を
通して優れた体力と技術
及び知識を身に付け、日
本や世界のチャンピオン
を目標としたトップアス
リートを目指すことであ

ります。
そして、第４の道は、
スポーツ行政の専門家と
しての道であります。国
民が健康で文化的な生活
を遂行すると同時にス
ポーツをエンジョイする
ためには、スポーツ行政
が重要であることは言う
までもありません。
皆さんは、４年間の学
生生活を通じて自分に最
もふさわしい専門家とし
ての人生をスタートして
いただきたいと思いま
す。
そのような人生の目標
を達成させるためにも、
皆さんは、これからの４
年間を教職員と一緒に
なって、体育学、スポー
ツ科学を学習し研究して
いただきたいと思いま
す。そして、これからの
社会に必要なリーダーと
しての能力を備えていた
だきたいと思います。
最後になりましたが、
改めまして本日ここに、
御来賓各位ならびに保護
者の方々の御列席を賜り
ましたことに厚く御礼申
し上げるとともに、新入
生の皆さんへの期待と激
励を述べて、告辞といた
します。

学長 福 永 哲 夫

＝ 平成 年度 鹿屋体育大学入学式 学長告辞＝
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４月５日、平成 28 年度鹿屋体育大学入学式終了後に、本財団は
冠スポーツ奨学金証書授与式を行いました。
この奨学金は、企業、団体等の方々から多額の寄附をいただいた
場合に、その名称を冠した奨学金として、学生に対して給付するこ
ととしているものです。式では各企業の代表者の方々から風呂井敬
本財団理事長へ奨学金が授与されました。
その後、競技能力が高く、全日本又は国際試合などで活躍し、将
来が有望な学生 11 名に対して風呂井理事長から奨学金証書を授与
しました。
ご寄附をいただきました企業等の皆様に心から感謝いたします。
平成28年度 冠スポーツ奨学金給付者

企 業 等 名
医療法人秋津会 徳田脳神経外科病院
おおうら皮ふ科
カイコー株式会社
株式会社鹿児島銀行
株式会社かのや寿自動車学校
株式会社きたやま
旭信興産株式会社
小鹿酒造株式会社
有限会社寿スポーツ
サツマガス工業株式会社
株式会社新生社印刷
医療法人青仁会池田病院
大海酒造株式会社
有限会社風呂井会計
株式会社丸屋
株式会社三井
公益財団法人ミズノスポーツ振興財団
株式会社ミズホ商会

平成２８年５月
⑴
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平成 年度
新入生合宿研修を実施

ともに、とても感謝して
います。早く大学生活に
慣れ、この鹿屋の地で充
実した学生生活を送って
いきたい」と、お礼の言
葉と抱負が述べられまし
た。
例年になく暖かい天候
で、新入生にとって市民
の方々の温かさを感じる
ことが出来た、大変有意
義な歓迎会となりまし
た。

を協力して取り組め、ク
ラスの仲間意識が深まっ
たように感じた」との声
が聞かれ、非常に有意義
な研修となりました。

鹿屋支店

http://www.mizuho.kubota.ne.jp

あなたの町に、
レモンガス

農業機械

入学おめでとう

らの大学生活が楽しみに
なる研修になった」「入
学生歌の作曲者である大 学 前 に 友 達 が 出 来 て 良
川内國雄先生から学生歌 かった」「カレー作りや
指導を受けました。その グリーンアドベンチャー
後、 班に分かれて、体
育会企画③の「グリーン
アドベンチャー」を実
施。グリーンアドベン
チャーは、地図を用いて
コースに設置された 箇
所のポイントを捜索し、
植物図鑑を使って各ポイ
ントで正しい植物名を回
答するルールのもと行わ
れ、各班で作戦の違いが
見られ、スコアに大きな
差が出ました。
閉会式では、グリーン
アドベンチャーの表彰が
行われ、上位３チームに
賞が贈られました。
新入生からは「これか
40

ションでは、鹿屋特産の
カンパチをテーマにした
カンパチダンスや、激辛
海軍カレーの早食いのほ
か、鹿屋市役所に勤務す
る同大ＯＢからエールが
贈られるなど、会場を大
いに盛り上げました。
最後に、新入生を代表
して、長谷川瑞樹さん
（スポーツ総合課程）よ
り「地域の皆様の暖かい
歓迎を受けて安心すると
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年度入学式＝

た。
その後、在学生代表の
水野泰貴さん（同３年）
による歓迎の辞、役員及
び教職員の紹介、学生歌
斉唱が行われ、閉式とな
りました。
式典後には、会場と
なった水野講堂や「ご入
学おめでとうございま
す」と書かれた懸垂幕の
前で記念撮影をする姿も
見られ、新生活のスター
トに胸を躍らせているよ
うでした。

学で体育会企画①の「ア
イスブレイク」でスター
ト。４種類のコミュニ
ケーションプログラムを
通して、初めて出会った
新入生を和ませたのち、
国立大隅青少年自然の家
の野外炊飯場へ移動し、
各班で協力して作ったカ
レーを食べ、本館にて体
育会企画②の「課外活動
団体の紹介」を実施し、
全 体育系課外活動団体
が、ビデオによる紹介を
行い、初日のプログラム
を終了しました。
２日目は、３年次編入
生が同所に合流し、中村
夏実学生委員会委員から
「学生生活の諸注意」に
ついて受講した後、本学
22

＝平成

入学生宣誓

学生歌の練習

カンパチダンス

鹿屋の食べ物を食す
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ポーツ総合課程）が「本
学創設の理念にのっと
り、品位を保ち、実践的
な体育指導者を目指し
て、学業及び競技力の向
上に励みます。」と宣誓
を行いました。
また、来賓を代表し
て、中西茂鹿屋市長から
「ご入学おめでとうござ
います。鹿屋体育大学の
優れた校風と先輩方がこ
れまで築いてこられた素
晴らしい伝統、そして
「鹿屋魂」を受け継ぎ、
自らの夢の実現に向けて
邁進してください」とお
祝いの言葉が贈られまし

鹿屋体育大学では、４
月１日から２日までの１
泊２日の日程で、体育会
の企画・立案によるプロ
グラムを含めた、平成
年度新入生合宿研修を実
施しました。
この研修は、１泊２日
の合宿研修を通じて、今
後４年間の学生生活を有
意義に、より良く過ごせ
るように、新入生同士の
人間関係を形成し、合わ
せて上級生及び教職員と
の良好な関係を築くこと
を目的としており、新入
生、学生委員会委員、
体育会役員等合わせて
２０７名が参加しまし
た。
日目は、先ず、同大
とした、全国的にも珍し
いイベントです。
はじめに、同実行委員
会の田中俊實会長が「皆
さんの入学を心待ちにし
ていました。今日は市民
の歓迎を大いに楽しんで
下さい」と挨拶。その
後、鹿屋市から日本一の
規模を誇る「かのやばら
園」の無料入園券及びミ
ント風味のシュガーレス
菓子が新入生全員に贈呈
されました。
会場では、地元産黒
牛・黒豚の焼肉やカンパ
チの握り寿司、さつまあ
げなど、鹿屋市特産品を
使った料理が多数振る舞
われ、新入生に大変好評
でした。
また、歓迎アトラク
20
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鹿屋体育大学新入生を地元市民が歓迎

４月５日、鹿屋体育大
学では平成 年度入学
式が行われ、体育学部
１７８名（スポーツ総合
課程１２６名、武道課程
名）、同第３年次編入
学 名（スポーツ総合課
程 名）、大学院体育学
研究科体育学専攻修士課
程 名、同博士後期課程
６名、スポーツ国際開発
学共同専攻修士課程２
名、大学体育スポーツ高
度化共同専攻３年制博士
課程２名の計２２２名が
入学しました。
式では、新入生を代表
して長谷川瑞樹さん（ス

学生歌斉唱

野外でのカレー作り

盛り上がったアトラクション

中西市長
在学生歓迎の辞
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鹿屋体育大学
で入学式が行わ
れた４月５日の
夜、地元団体で
つくる鹿屋市地
域づくり交流事
業実行委員会の
主催による鹿屋
体育大学新入生
歓迎会が同市内
の「リナシティ
かのやイベント
広場」で開催さ
れ、新入生をは
じめとする鹿屋
体育大学関係者
約２８０名が参
加しました。
今回で 回目
となるこの歓迎
会は、県外出身
者の多い同大学
の新入生に地元
市民や団体との
交流を通じて、
鹿屋の地に早く
慣れ親しんでも
らうことを目的

田中会長

学長表彰
新入生の様子
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月 日付で着任しま
した角川
（つのかわ）
隆明と
申します。主に水泳競技
やコーチング論についての
授業を担当いたします。
これまでは 年間にわ
たり筑波大学に在籍し、
選手や指導者として水泳
競技に携わってきまし
た。この期間中、鹿屋体
育大学は学生水泳の日本
一を決定する日本学生選
手権にて 度の女子総合
優勝を成し遂げ、同じ国
立大学として目標とする
チームとなっていまし
た。現在は日本一から少
し遠い位置におります
が、再び黄金時代を築け
るよう全力で取り組んで
いく所存です。
また、研究についても
水泳の競技力向上に関連
した課題に取り組んでい
ます。水泳は
「水」
に対し
て力を加えたり、
「水」
か
ら抵抗を受けたりして推
進する運動ですが、現時
点ではこれらの力を正確
に評価できる方法論は確
立されていません。そこ
で私はセンサ技術などを
用いて泳者の身体に働く
力の推定方法の構築に取
り組んでいます。競技だ
けでなく研究においても
良い成果を発信できるよ
う、取り組んでいきたい
と思います。どうぞ宜し
くお願いいたします。
5

3

高校生のための最新スポーツ科学
体験プログラムを実施

スポーツ人文・応用社会科学系
講師萩原悟一

鹿屋体育大学では︑３ きく貢献していることを て学びたい︒
﹂と い っ た
月 日～ 日の３日間︑ 理解してもらうことも目 声も聞かれるなど︑非常
高校生のための先進的科 的の一つです︒
に有意義な体験となった
プログラムでは︑担当 ようでした︒
学技術体験合宿プログラ
ム﹁スポーツサイエンス 教員の指導の下︑参加し
キャンプ
実施されたプログラム
鹿屋体育大 た高校生が実際にハイス
学：スポーツ科学の最前 ピードカメラ等の機器を は以下のとおり︒
線 ～ From Gene to操作したり︑スポーツ科
３月 日
～﹂を開催しまし 学分野における最先端研 講義・実験Ⅰ：
Gold
究についての講義を受講 ﹁スポーツ活動の
た︒
３次元分析﹂
このプログラムは︑人 するなどしました︒
参加者は︑３日間のプ
前田明教授
間の身体能力を極限状態
３月 日
にまで高め︑限界に挑戦 ログラムを通してさまざ
するスポーツ科学の最先 ま な 発 見 を す る と と も 大学施設見学︵流水プー
端テクノロジーを紹介す に︑同じ夢を持つ仲間と ル︑その他︶
るとともに︑パフォーマ 協力しながら実験に取り 講義：
ンスの向上に最先端科学 組むことで︑良い刺激を ﹁スポーツ科学﹂
という科学
が果たす役割について理 受け︑交流を深めたよう
解を深めてもらうことを で︑最終日に行われた閉
荻田太教授
﹁ 今回学んだ 講義・実験Ⅱ：
狙いとしています︒さら 講式では︑
に︑スポーツ科学の研究 ことを自分の競技力の向 ﹁スポーツ活動と
﹂
成果が︑一般の人の健康 上に活かしていきたい︒
脳・神経︱筋活動﹂
づくりにも幅広く応用さ ﹁苦手な理系科目を克服
中本浩揮准教授
れ︑国民すべての健康の し︑鹿屋体育大学へ入学
與谷謙吾講師
維持・増進に対しても大 し︑スポーツ科学につい
３月 日
講義・実験Ⅲ：
﹁スポーツ活動と持久力﹂
荻田太教授
27
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スポーツ生命科学系
教授 安田 修
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月 日付で着任いた
しました萩原悟一と申し
ます。主にスポーツマネ
ジメントに関わる学部、
大学院の授業を担当いた
します。研究活動におい
ては、わが国のスポーツ
参加率向上を目標とした
人々のスポーツへの傾倒
行動（する・みる・支え
る）の検証を主に研究を
進めております。また、
日本人と欧米人における
人々のスポーツ傾倒行動
の国際比較研究から、わ
が国のスポーツ参加者の
特性を捉えることも行っ
ております。
さて、私の学生時代
を振り返ってみると、
「仁・義・礼・智・信」
をモットーに大学生活を
送っておりました。仁は
人を思いやること、義は
利欲にとらわれないこ
と、礼は上下関係を学ぶ
こと、智は知識を習得す
ること、そして、信は友
情をはぐくみ誠実になる
ことです。鹿屋体育大
学の学生の皆様は、わが
国唯一の体育学専門の国
立大学に選ばれし方々で
す。すなわち、わが国の
スポーツを担うリーダー
として期待がなされてい
るのです。その誇りを胸
に学生時代を謳歌してく
ださい。そのためのサ
ポートを全力でいたしま
す。どうぞよろしくお願
いいたします。
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◆赴任に際して

4

熊本大学循環器内科学
から赴任して参りました
安田です。鹿児島生まれ
です。高校時代までを鹿
児島で過ごし、東京、静
岡、大阪等を巡って本年
月に生まれ故郷へ帰っ
て来たかたちになりま
す。米国ノースカロライ
ナ州にも 年ほど滞在し
たことがあります。ライ
ト兄弟が世界初の飛行機
を飛ばしたところです。
海岸へ行くと離陸地点と
着陸地点に記念碑を見る
ことができます。各地で
はいくつかの学問的領域
を専門としてきました。
現在の専門はミトコンド
リア学です。ミトコンド
リアは体内で消費される
エネルギーの殆ど全てを
生産している細胞内小器
官です。ミトコンドリア
を活性化することにより
生体は多くのエネルギー
を得ることができます。
逆にミトコンドリアの機
能が悪くなるとエネル
ギーを得られないばかり
か、老化の進行にも関
わってくると言われてい
ます。今後はミトコンド
リア学の知識をスポーツ
に応用することを目標に
して行きたいと考えてい
ます。

サークル紹介
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標を掲げました。男子が掲げた目標の理由として、
去年の日本学生選手権でベスト率が 30％だったこ
とから、今年は絶対に目標を達成するという意識を
持ち続ける為に、80％というベスト率を男子の目
標として定めました。女子は、日本学生選手権にお
いてチームとしては目標を達成することができず、
５点差という僅差でシード校に入ることが出来ま
せんでした。今年はその悔しさを糧に部員同士の
絆（BONOS）を大切にしていきながらみんなでシー
ド校に入ろうということでこの目標にしました。
この目標を達成する為に現在、朝は５時 30 分か
らの厳しい練習に加え、今まではあまり行っていな
かったウェイトトレーニングや科学的データに基
づく高強度トレーニングに取り組んでいます。部
員全員が絶対に目標を達成したいと強く思い、常
に自分に挑戦し続けていきたいと思いますのでこ
れからも水泳部の応援よろしくお願い致します。

水泳部は現在、顧問の田口信教先生、監督の萬
久博敏先生そして３月から新しく角川隆明先生を
迎え活動しています。
昨年は４月の日本選手権において２人が決勝に
進出し、そのうち１人がユニバーシアード代表に
選出されました。そして７月に行われたユニバー
シアード大会では見事優勝をすることが出来まし
た。また日本学生選手権においても４年生の村中
みいなが 800M 自由形で５位入賞、同じく４年の
大黒舞子が 100M バタフライで７位入賞をするこ
とができました。
今年は、去年の結果を踏まえ『Reborn』というチー
ム目標を掲げました。部員一人一人が生まれ変わ
り、進化するという意識を持ち続けることで昨年
以上の結果を残せるのではないかと感じこの目標
にしました。また男子は『ベスト率 80％』女子は
『BONOS 〜ベスト率 100％で 160 点〜』という目

水泳部

筋活動に関する実験

ハイスピードカメラを用いた動作解説

スポーツ・武道実践科学系
講師角川隆明
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何か物足りない、何か決め手に欠く、
そんな“あと一歩”をお手伝いします。

ヒューマン印刷に徹する

〒893-0013 鹿児島県鹿屋市札元1-22-34
TEL 0994-43-2238/FAX 0994-43-7541
URL http://www.shinsei-p.co.jp E-mail kan@shinsei-p.co.jp
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平成28年度 鹿屋体育大学大学説明会・体験授業のお知らせ
【白水キャンパス：鹿児島県鹿屋市】
１． 第１回大学説明会及び体験授業
・日
時：平成 28 年 7 月 16 日（土） 13：00 〜 16：00（大学説明会）
平成 28 年 7 月 17 日（日） ９：00 〜 11：40（体験授業）
・対
象：受験希望者（保護者を含む）及び教育関係者
・実施内容：鹿屋体育大学概要・入試概要の説明、在学生からのアドバイス、
実験・実習体験、施設見学、個別相談会等（大学説明会）及び
模擬授業（体験授業）等
・申込受付：6/13 〜 7/12
２．第２回大学説明会
・日
時：平成 28 年 10 月 15 日（土） 13：00 〜 16：00
・対象、実施内容は第１回と同じ
・申込受付：9/12 〜 10/11
※第１回、第２回とも大学説明会開始時間前（10：30〜12：00）にも個別相談会を実施します。
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【東京サテライトキャンパス（筑波大学・鹿屋体育大学連携推進室）
：東京都文京区】
大学説明会
・日
時：第１回 平成 28 年５月 22 日（日） 13：00 〜 16：30
第２回 平成 28 年６月 19 日（日） 13：00 〜 16：30
第３回 平成 28 年８月 13 日（土） 13：00 〜 16：30
第４回 平成 28 年８月 14 日（日） 13：00 〜 16：30
第５回 平成 28 年11月 6 日（日） 13：00 〜 16：30
第６回 平成 29 年１月 28 日（土） 13：00 〜 16：30
第７回 平成 29 年３月 18 日（土） 13：00 〜 16：30
・対
象：受験希望者（保護者を含む。）及び教育関係者
・実施内容：鹿屋体育大学概要・入試概要・学生生活等の説明、個別相談会

基調講演の様子

※日程は変更になることがあります。
※実施内容及び申込方法等の詳細については、
鹿屋体育大学公式ＨＰ（http：//www.nifs-k.ac.jp/）
で確認してください。
申込み・問い合わせ先
国立大学法人鹿屋体育大学教務課入試係
住所：〒 891-2393 鹿児島県鹿屋市白水町１番地
電話：0994-46-4869, 4868 FAX：0994-46-2515 E-mail：nyushi@nifs-k.ac.jp

３月
【体操競技】
◆9TH F.I.G. ARTISTIC GYMNASTICS WORLD
CHALLENGE CUP（3/24~26 カタール/ドーハ）
▽男子
鉄棒 １位 前野 風哉
床		 ８位 前野 風哉
【水泳】
◆第22回九州学生短水路公認記録会
（3/6 福岡県/福岡市立総合西市民プール）
▽男子
50m自由形		 １位 湯之原孝実
						 ２位 鈴木 天理
100m自由形		 ２位 川合 真
						 ３位 松林 耕一
200m自由形		 １位 今井祐次郞
						 ２位 松林 耕一

川合 真
小林 祐馬
梶谷 一樹
今井祐次郞
小林 祐馬
岩下 幸平
佐貫 省吾
富田 修平
遠藤 舜弥
富田 修平
遠藤 舜弥
宮澤 祐太
田渕 寛大
宮澤 祐太
田渕 寛大
脇園 樹
矢田崎侑也
矢田崎侑也
西田 直史
今井、川合
松林、岡本
岡本、今井
梶谷、西川

参加者による質問

▽女子			
50m自由形		 １位 竹林 愛花
100m自由形		 １位 石原 愛由
						 ３位 菅 晴瑠奈
200m自由形		 １位 石原 愛由
						 ３位 菅 晴瑠奈
400m自由形		 １位 村中みいな
						 ３位 早水柚香子
800m自由形		 １位 村中みいな
50m背泳ぎ		 １位 川崎 涼夏
100m背泳ぎ		 １位 川崎 涼夏
						 ２位 伊藤 鮎香
200m背泳ぎ		 １位 川崎 涼夏
						 ２位 伊藤 鮎香
50m平泳ぎ		 １位 鈴木 佐知
100m平泳ぎ		 ２位 鈴木 佐知
200m平泳ぎ		 ２位 鈴木 佐知
100mバタフライ １位 大木場真由
200mバタフライ １位 大木場真由
						 ２位 寺田 奈央
200m個人メドレー １位 早水柚香子
400mフリーリレー １位 菅、大木場
							
川崎、寺田

【自転車競技】
◆第10回明治神宮外苑大学クリテリウム
（3/13 東京都/明治神宮外苑外周コース）
女子			 ３位 江藤里佳子
						 ５位 中井 彩子
◆九州チャレンジサイクルロードレース2016
（3/20 熊本県/五木村）
A-E				 １位 黒枝 咲哉
						 ３位 成海 大地
A-F				 ４位 髙田 奈生
【ウィンドサーフィン】
◆2015年度全日本学生ボードセーリング選手権大学対抗戦
（3/3~3/6 和歌山県/和歌山セーリングセンター）
						 ７位 鹿屋体育大学
◆JWA JAPAN PRO TOUR 2015-2016 SLALOM
FINAL SUMIYOSHIHAMA CUP 2016
（3/19~3/21 大分県/住吉浜リゾートパーク）
アマチュアメンズクラス １位 穴見 知典
プロメンズクラス ５位 穴見 知典

ありがとう
ございます

賛助会費は、 奨学金、国

際 交 流、学 内 研 修 等 に 利 用

心から感謝申し上げます。

させていただきます。

《冠スポーツ奨学金》

（三十六万円）

秋津会徳田脳神経外科病院 様

（医）

汲取の御注文

浄 化 槽 の 管 理
５日・第65回全日本大学野球選手権記念大会（～12 東京/明治神宮野球場他）
10日・2016日本学生陸上競技個人選手権大会（～12 神奈川/Shonan BMW スタジアム平塚他）
11日・第32回全日本学生選手権個人ロードレース大会（～12 長野/奥木曽湖周回コース）
18日・第63回九州地区国公立大学選手権水泳競技大会（～19 佐賀/佐賀県立総合運動場水泳場）
23日・第41回西日本バレーボール大学男子選手権大会（西日本インカレ）（～26 広島） 水質保全に
24日・第100回日本陸上競技選手権大会（～26 愛知/パロマ瑞穂スタジアム）
全力投球
・第20回全日本選手権個人タイム・トライアル・ロード・レース大会（東京/大島町サンセットパームライン）
・第85回全日本自転車競技選手権大会ロード・レース（～26 東京/大島西海岸コース）
・第66回九州地区大学体育大会 （～7/17 鹿児島/各会場）
鹿屋市 株式
25日・平成28年度全日本学生柔道優勝大会(男子65回 女子25回）（～26 東京/日本武道館） 許 可 会社 西日本浄化サービス
代表取締役 田 中 ふ み 子
鹿屋市王子町4531−2
29日・第41回西日本バレーボール大学女子選手権大会（西日本インカレ）（～7/2 兵庫・大阪）
TEL（0994）4 3 − 3 4 2 5

事務局から

本 財 団 の 賛 助 会 員 制 度 は、平 成 元 年 四 月 に
発足しました。年会費（寄付金）は一口 企業
三万円、個人一万円からです。
本財団は、公益財団法人として認定されてい
ます。本財団に対する年会費（寄付金）につき
ましては税法上の優遇措置があり、二千円を超
えるご寄付につきましては、その超える額につ
いて所得税の寄付金控除の対象となります。
※年会費は、振り込みもしくは現金で受け付け
ております。
振り込みの場合は、次の金融機関へお願いい
たします。
・ 鹿児島銀行鹿屋支店 （普）九三二〇六七
・ 鹿児島興業信用組合 古江支店 （普）三五八二一一
・ 鹿児島相互信用金庫 西原支店 （普）〇〇四三八〇
∧口座名義∨
公益財団法人 鹿屋体育大学体育・スポーツ振
興教育財団 理事長 風呂井敬

本財団の活動の趣旨をご理解いただき、関係
各位の格別なる御高配をお願い申し上げます。

闘いのスケジュール ６月

【ヨット】
◆2016年度九州学生新人ヨット選手権大会
（3/11~13 鹿児島/平川ヨットハウス）
スナイプ級		 ２位 仲山・此上

おおうら皮ふ科 様 （三十六万円）
カイコー㈱ 様 （月額三万円）
㈱鹿 児 島 銀 行 様 （三十六万円）

様

（三十六万円）

様 （十五万円）

㈱ かのや寿自動車学校 様
㈱きたやま 様 （三十六万円）
旭 信 興 産 ㈱ 様 （三十六万円）
小 鹿 酒 造 ㈱ 様 （三十六万円）
㈲寿スポーツ 様 （三十六万円）

（医）

サツマガス工業㈱

般》

様（一万円）
様（一万円）
様（一万円）

様（一万円）

㈱新 生社 印 刷 様 （三十六万円）
青 仁 会 池田病院 様（百万円）
大 海 酒 造 ㈱ 様 （六十万円）
㈲風 呂 井 会 計 様 （三十六万円）
様 （三十六万円）
㈱丸 屋
様 （三十六万円）
㈱三井
㈱ミ ズホ商 会 様 （三十六万円）

《一

宮下 秀樹
室溪
浩
中山
泰
木佐貫美穂

篤司

 学院学位論文提出締切日
大
（前期修了予定者）
19日 大学説明会（東京サテライト）
上旬 学生宿舎入居者総会
下旬 後期分授業料免除申請説明会

齋藤

学内行事 6 月

《保護者》
福岡県

10日

						 ３位
400m自由形		 １位
						 ２位
						 ３位
1500m自由形		 １位
						 ２位
						 ３位
100m背泳ぎ		 ２位
						 ３位
200m背泳ぎ		 １位
						 ２位
100m平泳ぎ		 １位
						 ３位
200m平泳ぎ		 １位
						 ２位
						 ３位
50mバタフライ ２位
100mバタフライ ２位
200mバタフライ ２位
400mフリーリレー １位
							
800mフリーリレー ２位
							

シンポジウム
「健康寿命を延ばすためのスポーツの役割」を開催

SOUTEN No.302
⑷

第２７７号

３月 日、鹿屋体育大学スポーツ生命科
学系シンポジウム「健康寿命を延ばすため
のスポーツの役割」が同大学と鹿屋市との
共催で開催され、会場となった同大学の水
野講堂には多くの来場者が訪れました。
はじめに、基調講演として「鹿屋市民の
調査からわかったこと：グラウンドゴルフ講
座」と題して安部孝教授が、続いて「スポー
ツ活動が認知症予防に及ぼす効果」と題し
て添嶋裕嗣教授がそれぞれ講演を行いまし
た。
その後、鹿屋市の郷原信一市民スポーツ
課長、安部教授、添嶋教授をパネラーに
「鹿屋市におけるスポーツ推進活動の展望
と課題」と題したパネルディスカッションが
行われ、来場者からも活発に質問が飛び、
時折笑いも起こるなど、和やかな雰囲気で
進められました。

平成２６年４月

⑷

