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財団
月報

回いわて国民体育大会
震災の復興の架け橋とな
るよう催されました。
鹿屋体育大学からも
道府県の代表選手団とし
て、約 名の学生、教職
員が選出され、 の競技
で活躍しました。主な競
技成績は以下のとおりで
す。
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成年男子自転車競技

舎での生活の様子など実
体験に基づく話がありま
した。
そ の 後、 ４ グ ル ー プ
に 分 か れ、 ス ポ ー ツ パ
フォーマンス研究棟やス
ポーツトレーニング教育
研究センターにおいて、
スポーツの指導・研究に
用いられているＩＴ技術
やトレーニング機器を
使った実験・実習体験、
体育館・屋内実験プール・
武道館等体育施設の見学
及び学生宿舎の概要説明
等が行われました。参加
者は、同大学の充実した
施設・設備に大変驚いた
様子でした。
他にも、個別ブースで
の進学相談会や同窓会か
らの支援による学生食堂
体験、各課外活動団体の
ポスター展示及び同大学
オリジナルグッズの販売
も行われ、
大好評でした。

平成 年度
第２回大学説明会を開催
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鹿屋体育大学では、
月 日に受験希望者とそ
の保護者等を対象に、平
成 年度第２回大学説明
会を開催しました。
今回は昨年より約 名
多い、１５１名（保護者
等を含む）の参加があり
ました。
説明会では、金久博昭
理事・副学長による挨拶
の後、前阪茂樹アドミッ
ションセンター長から大
学及び入試の概要などに
ついて、説明が行われま
した。
続いて「在学生からの
アドバイス」として、第
１回に引き続き、中薗圭
汰さん（スポーツ総合課
程３年 ）
、橋 本 瑞 穂 さ ん
（武道課程２年）
、淺井康
大さん（スポーツ総合課
程４年）の３名から、志
望動機や受験勉強、授業
やサークル活動、学生宿

2位
5位
4 位※
チームスプリント
5 位※
2位
ケイリン
6位
チームパーシュート 2 位※

第
月 日～ 日に第
回国民体育大会が岩手県
で開催されました。（水
泳競技のみ 月 日～
日に開催）
いわて国体は『県民の
総力を結集して、夢と感
動を与え、復興のシンボ
ルとなる国体』という基
本目標を掲げ、東日本大
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成年女子バレーボール

今年９月、フィンランド
の首都ヘルシンキへ４泊６
日の初海外旅行へ出かけ
た。５月 頃から、航 空券
とホテルを手 配し、数冊
のガイドブックを手に入
れ、現地の状況などを色々
と下調べした▼約９時間
半のフライトの後、北欧
のフィンランドへ降り立っ
た。ヘルシンキでの移動は
トラム（路 面 電車）がと
ても便利で、主要な観光
地に直 結していた。小さ
な個人の店でもほぼカー
ドが使え、現金（ユーロ）
を使 うことはほとんどな
かった。都 会 ながら、建
物も道路も煉瓦造りの落
ち着いた街並みは、どこを
写真に収めても様になる
▼９月の日本は異常に暑
かったけれど、ヘルシンキ
はひんやり肌寒いくらいの
空気が、歩き回るにはちょ
うど良い季節だった▼ヘル
シンキ大聖堂や、美術館、
教会と有名な建物たちは、
それ自体が静をたずさえ
ているようなゆったりとし
た時間が流れていて、日常
では味わえない独特な空
気感で心を落ち着かせて
くれた▼人と自然も共存
していて、公園の木々、花、
芝も元気で色が濃い。草
刈りや、街をきれいに維
持するルールが出来ている
ようでどこも心地よかった
▼ 旅は、日 常との違いを
味わうだけでなく、我が
身を振り返る時間ももた
らしてくれた▼国際交流
という留学全般の支援を
行っている。大学在学中に
留学を希望する学生が相
談に来る。彼らは、
言葉や、
留学計画設計の問題だけ
でなく、金銭 面や、安全
確保、親の説得など不安
や支障がある。それでも
留学したいと語る彼らは、
自分を高めたいという大
きな熱量を持っている。微
力ながらも、一人でも海外
に飛び出せるよう支援し
たいと更に思いを強くし
た（
。Ｒ・Ａ）

個別ブースでの進学相談会
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氏名
出場都道府県 監督／選手
将大
大分県
大地
鹿児島県
選手
大喜
奈良県
咲哉
大分県
叶子
熊本県
選手
里佳子
大分県
裕介
宮崎県
選手
香奈
福岡県
選手
タイムトライアル
スプリント
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40

金久理事・副学長による挨拶

71
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阿部
冨尾
山本
黒枝
西島
江藤
松田
田中
順位
6位
2位
成年男子
ポイントレース
5位
自転車競技
ロードレース
5位
ケイリン
7位
成年女子自転車競技
スクラッチ
4位
成年男子カヌースプリント C-1 500 ｍ
8位
成年女子カヌースプリント WK-1 200m
3位
※は、他団体の所属選手との出場を示す。
種目
スクラッチ
競技

5 位※
－
成年女子剣道

羽ばたけ
大空へ
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22
8位
100m バタフライ
成年女子競泳

7 位※
団体総合

前野さん
２０１６ハンガリー
国際で銀メダル獲得！
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氏名
出場都道府県 監督／選手
濱田 幸二
監督
秋山 愛海
雪丸 梢
坂東 可菜
赤星 七星
山形 理沙子
有村 涼
鹿児島県
選手
松江 愛佳
中山 恭佳
安田 睦実
藤原 舞香
白澤 明香里
興梠 里欧
堀内 柊澄
岡山県
選手
中谷 太希
杉野 史尭
鹿児島県
選手
中野 大貴
長谷川 瑞樹
大黒 舞子
富山県
選手
下川 美佳
鹿児島県
選手
和田 美咲
野上 竜太
岡山県
堀 航輝
香川県
野上 竜太
岡山県
松本 憲斗
熊本県
選手
黒枝 咲哉
大分県
徳田 匠
京都府
阿部 将大
大分県

成年男子体操競技

表彰台にあがる前野さん
（写真左）
鉄棒競技

順位
【競技成績（8 位以上）
】
競技
種目

体操競技部
月 日～ 日にハン ん馬銅メダルに続いての
ガリー（ソンバトヘイ）で 国際大会でのメダル獲得
開催された２０１６ハン となりました。
ガリー国際（ＦＩＧチャ
レンジカップ・ハンガリー
大会）に日本代表として
出場した鹿屋体育大学体
操競技部の前野風哉さん
（スポーツ総合課程 年）
が、鉄棒で銀メダル、平
行棒で 位、あん馬で
位と好成績を収めました。
前 野 さ んは 月のカ
タール国際（チャレンジ
カップ・ドーハ大会）鉄
棒金メダル、 月のブラ
ジル国際（チャレンジカッ
プ・サンパウロ大会）あ
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家の倉庫や牛舎などに決
壊した川から流されてき
た泥の掻き出しや、浸水
被害に遭われた住宅から
畳やタンスなどの家財道
具の運び出しを行い、災
害ボランティアに参加す
ることが初めての学生が
ほとんどであったにも関
わらず、リーダー・サブ
リーダーの指示のもと機
敏に動き手際よく作業を
こなしていました。
被害に遭われた住民の
方々、垂水市災害ボラン
ティアセンターのスタッ
フの方々からは、
「 体育
大学生がたくさん手伝っ
ていただきとても助かり
ました。本当にありがと
うございました」と感謝
の言葉をいただき、参加
した学生からは、
「 思っ
ていた以上に体力を使
い、水を含んだ畳や泥の
重たさに驚いた。少しで
も力になりたいので、ま
た機会があればぜひ参加
したい」など、活動に前
向きな声が多く上がりま
した。
鹿屋体育大学も含め、
被害に遭った地域は現在
も復旧作業を続けていま
す。

9

ボランティアについての説明
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3
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した。
口頭発表では、多くの
教職員や学生が聴講する
なか、発表者は緊張した
面持ちで研究の目的、方
法、進捗状況等の発表を
行いました。
また、質疑応答の時間
には、発表内容に対して
の質問や今後の研究計画
への助言等、活発な意見

鹿屋体育大学では、後
期の授業開始に合わせ
て、学生を対象とした交
通安全指導を毎年度行っ
ています。今年度は、
月３日～６日の４日間、
８： ～８： の時間帯
で実施し、学生委員会委
員、学生課職員及び体育
会役員が、大学正門付
近、駐輪場付近及び学生
宿舎門付近の３カ所で、
車やバイクで通学してく
る学生へ、現場での交通
安全指導を行いました。
主な指導内容として
は、自動車は駐車許可証
の有無について、バイク
はヘルメットの着用状況
や一時停止等について確

認し、車両に駐車許可証
を貼付していなかった
り、あごひもを締めてい
なかった学生に対し、直
ちにその場で注意し、是
正するよう指導しまし
た。
特に、今回は、駐車許
可証のない車を使用する
学生と学生宿舎生の車で
の入構禁止を徹底し、違
反車については、学外へ
引き返すよう指導を行い
ました。
今年度の指導件数は、
昨年度に比べて大きく減
り、交通安全指導の成果
が出た結果となりまし
た。
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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

学内交通安全指導
を実施

交換がなされ、発表者だ
けでなく聴講している学
生にとっても、大変有意
義な発表会となりまし
た。
今後、修士課程の学生
は、学位論文の提出、審
査及び最終試験に合格す
るため、研究を更に進
め、学位の取得を目指す
こととなります。

に行ってきましたが、こ
れからもより一層学術交
流が進展出来るよう連携
を深めることで合意しま
した。

国立体育大学 台(湾 と)の
国際交流協定を更新

口頭発表
調印式の後、国立体育
大学紹介や両大学の研究
活動、また国立体育大学
で２０１７年度建設予定
の屋内プールについての
情報交換等が行われまし
た。
両大学は、これまで研
究者や学生の交流を活発
14
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修士論文中間発表会を実施
鹿屋体育大学では、毎
年大学院体育学研究科修
士課程２年次の学生を対
象に、修士論文中間発表
会を実施しています。
この中間発表会は、論
文の出来映えを早期に評
価診断し、質の高い修士
論文の作成を促すととも
に、口頭発表の方法を学
び、プレゼンテーショ
ン能力を向上さ
せることを目的
に実施している
ものです。本年
度は、各学生の
研究内容のポス
ター展示を 月
日～ 日の
週間行うととも
に、パワーポイ
ント等を利用し
た口頭発表を
月 日～ 日の
日間実施しま
28

21

鹿屋体育大学では、海
外の８つの大学と国際交
流協定を結んでおり、こ
の度、国立体育大学（台
湾）と協定の更新を行い
ました。
国立体育大学は平成
年に協定を締結し、今回
で３度目の更新となりま
した。
調印式は９月７日、鹿
屋体育大学で行われ、国
立体育大学から高俊雄学
長、蔡櫻蘭教授が、鹿屋
体育大学からは松下雅雄
学長、金久博昭副学長、
竹 下 俊 一学 長 補 佐（ グ
ローバル化担当）が出席
しました。

指導の様子
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17

5

ポスター展示
松下学長（左）と高学長（右）

学内の倒木
ボランティア作業の様子
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学生ボランティア派遣

月 日深夜から 日
の朝にかけて、巨大な台
風 号が大隅半島を直撃
しました。上陸した台風
は、猛威を振るい、鹿児
島のさまざまな地域が大
きな被害を受けました。
特に鹿屋体育大学のあ
る鹿屋市や隣の垂水市で
は、住民のライフライン
である橋の崩壊や住宅浸
水、停電や水道が止まる
などの被害があり、同大
の構内でも倒木や窓ガラ
スが割れるなどの被害が
見受けられました。
鹿屋体育大学では、こ
の台風により甚大な被害
を受けてしまった垂水市
から要請を受けて、台風
災害の復旧のため学生ボ
ランティアを派遣しまし
た。
この学生ボランティア
派遣は夏期休業の最終
週 月 日～ 日で行
われ、 日間で学生延べ
１５９名、教職員 名の
派遣を行うことができま
した。学生らは主に、民
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1 日目

4

歌うま選手権 予選・決勝
マッスルコンテスト
ガリガリ選手権
豪腕決定戦
ジャルジャル お笑いライブ
大喜利
バブルサッカー
SP Lab 見学・体験ツアー
破魔投げ大会

ローション相撲

2

ビンゴ大会

※模 擬店、NIFS GALLERY 開館、

研究室へようこそは両日開催

会場の様子
NIFS GALLERY
鹿屋のクイズ王は君だ！2016

歌うま選手権
SP Lab 見学・体験ツアー

豪腕決定戦

マッスルコンテスト優

勝者

浄 化 槽 の 管 理

TEL 0994-43-2238/FAX 0994-43-7541
URL http://www.shinsei-p.co.jp
E-mail kan@shinsei-p.co.jp

代表取締役 田 中 ふ み 子
鹿屋市王子町4531−2
TEL（0994）4 3 − 3 4 2 5

ヒューマン印刷に徹する

水質保全に
全力投球

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。

汲取の御注文

〒893-0013 鹿児島県鹿屋市札元1-22-34

西日本浄化サービス

株式
会社

鹿屋市
許 可

まい、水上での練習が困難になってしまいま
した。しかしながら、鹿屋体育大学は屋外ト
レーニング場や低酸素室、屋内実験プールな
どあらゆるトレーニング施設に恵まれている
ため、現在は、陸上でのトレーニングによる
基礎体力の向上に力を入れています。私たち
はこのような環境で練習ができていることに
感謝しています。ここ鹿屋体育大学でしかで
きないトレーニングをベースに日々練習に励
み、今年度よりもさらに飛躍した成績を残し、
支援していただいている皆さんに感謝の意を
伝えたいと思っていますので、カヌー部一同
今後とも応援の方よろしくお願い致します。

介
紹
体
団
動
活
課外

私たち鹿屋体育大学カヌー部は男子 16 名
女子３名の計 19 名で毎日活動しています。
カヌースプリントという競技は比較的マイ
ナーな競技ではありますが、今年度の全日本
学生カヌースプリント選手権大会では、カナ
ディアン部門において総合優勝しており、数
多くの入賞者がいます。また他にも全日本選
手権など日本代表を決める大会においても結
果を残しており、国際大会という大きな場で
活躍する選手も輩出しています。
私たちは普段、大隅湖で夏も冬も練習を
行っていましたが、九月下旬に発生した台
風によって大隅湖付近で土砂崩れが起きてし

カヌー部

大会」
「 研 究 室へようこ
そ（教育・研究内容のポ
スタ ー 展 示 ）
」が 実 施 さ
れ たほ か、ＮＩＦＳ Ｇ
ＡＬＬＥＲＹも来場者の
みなさんに開放されまし
た。
「 Ｓ Ｐ Ｌ ａ ｂ 見 学・
体験ツアー」では、施設
の紹介と、希望者に対し
フォースプレートやハイ
スピードカメラでの測定
及び結果のフィードバッ
クが行われ、大変好評で
した。また、ＮＩＦＳ Ｇ
ＡＬＬＥＲＹにはリオデ
ジャネイロオリンピック
に出場した鹿屋体育大学
関係者 名（競泳：松田
丈志選手、自転車競技：
内間康平選手、塚越さく
ら選手）のサインや紹介
パネルのほか、塚越選手
がオリンピックで実際に
使用したウェアや自転車
が展示され、訪れた皆さ
んは興味深そうに見入っ
ていました。
学生が主となり企画・
運 営 を 行 う「 蒼 天 祭 」
。
学年・サークルの垣根を
越え、一丸となって取り
組む中で、多くの学びと
感動を得た 日間となり
ました。

三戸なつめ
鹿屋体育大学スペシャルライブ

10

年度

女装コンテスト
スポーツマン No.１決定戦
鹿屋のクイズ王は君だ！2016

28

30

「蒼天祭」を開催
29
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喜利」では、解答者は提
示されるお題に対し、鹿
屋体育大学あるあるや時
事ネタを盛り込み、おも
しろい回答を連発してい
ました。
また、毎年恒例のイベ
ントとして、歌唱力を競
う「歌うま選手権」や豪
華景品の当たる「ビンゴ
大会」も実施。そして「蒼
天祭」の名物「マッスル
コンテスト」では、今年
も鍛え上げられた素晴ら
しい肉体が個性豊かなパ
フォーマンスとともに披
露され、来場した皆さん
を魅了していました。
さ ら に、 １ 日 目 に は
人 気 お 笑 い 芸 人「 ジ ャ
ル ジャル 」
、２ 日 目 に は
人気アーティスト「三戸
なつめ」さんのライブス
テージが催され、会場は
一体となった盛り上がり
を見せていました。
ステージイベント以外
では、
昨年好評だった「バ
ブルサッカー」を今年も
開催。また、大学開放事
業 と し て、
「 ス ポ ーツ パ
フォーマンス研究棟（Ｓ
ＰＬａｂ）見学・体験ツ
アー」
「学長杯破魔投げ

２日目

第２７７号
平成２６年４月
月 日・ 日、鹿屋
体育大学の学園祭「蒼天
祭 」が開 催されました。
両日 とも天 候に 恵 まれ、
文 字 どおりの「 蒼 天 祭 」
となり、会場となった同
大白水キャンパスは多く
の来場者で賑わいました。
テーマは「鹿屋でいい
んじゃネイロ」
。鹿屋で、
リオデジャネイロオリン
ピック・パラリンピック
にも負けない熱い盛り上
がりをという想いを込め
てのものです。
今年の「蒼天祭」では、
日間を通してたくさん
のイベントが催されまし
た。
初めて企画されたイベ
ントも多く、ステージで
は、腕相撲の強さを競う
「 豪 腕決 定 戦 」や、腕立
て伏せなどの 種目で体
力を競い総合優勝を決め
る「スポーツマン№１決
定戦」といった体育大学
らしいイベントだけでな
く、知力が問われる「鹿
屋 の ク イ ズ 王 は 君 だ！
２０１６」
、笑いのセンス
が必要な「大喜利」など、
多種多様な新イベントが
行われました。中でも
「大
3

予選・決勝
フードファイト

平成２８年１１月
⑶

模擬店

平成２８年１１月

SOUTEN No.308
⑷

「体育の日」施設開放
スポーツフェスタ かのや

第２７７号

鹿屋体育大学では、ス
ポーツを通した地域との
連携、地域への貢献を目
的に、毎年「体育の日」
に開催される「スポーツ
フェスタ かのや」（鹿
屋市主催）に、大学の施
設を無料開放していま
す。
このイベントは、市民
の間に広くスポーツ・レ
クリエーションについて
の理解と関心を深め、積
極的にスポーツをする行
事を「体育の日」に行う

平成２６年４月

⑷

in

ジュニア水泳教室

テニス教室

ことにより、市民の心身
の健全な発達と明るく豊
かな生活の形成に寄与す
るために開催されている
ものです。
イベントが開催された
月 日は、さわやかな
秋晴れとなり、鹿屋体育
大学の屋内実験プール、
テニスコートを使用し
て、「ジュニア水泳教
室」「Ｌｅｔ＇
ｓ ｐｌａ
ｙテニス 体大」が行わ
れました。Ｌｅｔ＇
ｓ ｐ
ｌａｙテニス 体大で
は、個人レッスンやテニ
ス教室が開かれ、幅広い
年代の方が参加。同大学
テニス部の学生も受付や
指導などを行い、大会運
営に協力していました。
イベントでは、同大学
のほか、鹿屋市体育館や
スポーツクラブで、バス
ケットボールやバドミン
トン、ニュースポーツな
どさまざまな種目のス
ポーツ体験が行われ、多
くの市民がスポーツの秋
を満喫していました。
10
10

in

in

in

【水泳】
◆第92回日本学生選手権水泳競技大会
（9/2～4 東京/東京辰巳国際水泳場）
女子200ｍ背泳ぎ
7位 山口 藍李

【ヨット】
◆第25回全日本学生女子ヨット選手権大会
（9/16～19 神奈川/葉山港沖）
国際470級 ペア
6位 仲山（好）・伊藤
総合
5位 鹿屋体育大学
◆2016年度九州470選手権大会
（9/24～25 福岡/福岡市ヨットハーバー）
国際470級 混合
3位 仲山（好）・三谷

8

【漕艇】
◆第43回全日本大学選手権大会
（9/22～25 埼玉/戸田ボートコース）
女子シングルスカル 4位 則近 涼子
【自転車競技】
◆ツール・ド・北海道2016（9/1～3 北海道）
第１ステージ
8位 黒枝 咲哉

闘いのスケジュール 12月

 34回九州学生駅伝対校選手権大会/第16回九州学
第
生女子駅伝対校選手権大会
（長崎県/島原市）
【カヌー】
16日 平成28年度天皇杯・皇后杯全日本バレーボール選手権大会
（ファイナルラウンド）
◆平成28年度日本カヌースプリント選手権大会
（～18,24,25 東京/東京体育館、大田区総合体育館）
（9/8～9/12 石川/小松市木場潟カヌー競技場）
17日 第27回 全日本セパタクロー選手権大会
K-2 1000ｍ
1位 明石 ※
（～18 東京/駒沢オリンピック公園総合運動場体育館）
		
2位 寺島・田原
第10回全日本学生剣道オープン大会
K-4 1000m
2位 明石 ※
（～18 北海道/千歳市開基記念総合武道館）
C-1 1000m
6位 大野 健吾
30日 2016全日本大学女子選抜駅伝競走
（静岡/富士総合運動公園陸上競技場他）
C-2 1000m
1位 松田・仲宗根

学内行事 12 月

賛助会費は、 奨学金、国

際 交 流、学 内 研 修 等 に 利 用

ありがとう
ございます

26 日 冬期休業期間（～ 1 月 7 日）
上旬 学生宿舎大掃除
下旬 日本学生支援機構奨学金返還説明会
させていただきます。

明石 ※
明石 ※
松田 裕介
日髙 将希
松田・仲宗根
疋田・佐藤
明石 ※
松田 裕介
日髙 将希
松田・仲宗根
大野 ※
岩渕・日髙
田中 香奈

般》

2位
2位
6位
8位
1位
7位
2位
6位
7位
1位
3位
4位
2位

心から感謝申し上げます。

K-2 500m
K-4 500m
C-1 500m
		
C-2 500m
		
K-4 200m
C-1 200m
		
C-2 200m
		
		
WK-1 200m

３日

様（三万円）

涼花
真由
楓
ちひろ
千明
鈴々

【剣道】
◆第63回全九州学生剣道大会
（9/10 福岡/春日市総合スポーツセンター）
男子団体
1位 鹿屋体育大学
◆第39回全九州女子学生剣道大会
（9/10 福岡/春日市総合スポーツセンター）
女子団体
2位 鹿屋体育大学

《一

翔
将矢
誠
亮輔
勝義
隆太朗
拓巳
祥央
直樹
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カイコー㈱

【柔道】
◆九州学生柔道体重別選手権
（9/2～4 福岡/福岡武道館）
▽男子
60㎏級
1位 北村
		
2位 森田
66㎏級
3位 小林
73㎏級
2位 園田
81㎏級
1位 盛田
90㎏級
3位 荒巻
		
3位 金本
100㎏級
1位 安部
100㎏超級
1位 飛松
▽女子
48㎏級
3位 小泉
52㎏級
2位 義村
		
3位 木山
57㎏級
1位 丸山
		
3位 上島
63㎏級
2位 飯野

28

使ったウエルネスプロ
グラムの開発などの支
援を行っていく予定で
す。

◆第44回九州学生陸上競技選手権大会
（9/16～18 福岡/久留米スポーツセンター）
▽男子
棒高跳
2位 中森 一
三段跳
3位 許田 悠貴
十種競技
3位 鹿毛 脩玄
▽女子
1500ｍ
3位 碓井 さくら

牧田 朱加
堀 步未
泉田 凜
桒原 佑佳

催される２０２０年まで
の間、同大スポーツパ
フォーマンス研究棟を使
用したスポーツパフォー
マンス研究、貯
筋運動を中心と
した健康運動プ
ログラム研究、
アスリートへの
スポーツ飲料研
究、アジアのス
ポーツ指導者及
びアスリートの
人材育成、さら
には温泉施設を

【陸上競技】
◆天皇賜杯第85回日本学生陸上競技対校選手権大会
（9/2～4 埼玉/熊谷スポーツ文化公園陸上競技場）
▽男子
三段跳
8位 許田 悠貴
十種競技
5位 坂本 都志記
▽女子
800ｍ
6位 堤 裕希乃
10000ｍ
1位 盛山 鈴奈
棒高跳
4位 青柳 唯
やり投
8位 坂倉 杏奈

2位
1位
1位
2位

寄附研究講座の事務局設置

９月

70㎏級
78㎏級
78㎏超級
		

平成 年 月 日、鹿
屋体育大学に財宝産学連
携寄附研究講座事務局が
設置されました。これ
は、株式会社財宝（鹿屋
市）との産学連携により
開設された寄附研究講座
の運営拠点として設置さ
れたものであり、寄附研
究講座専任スタッフを中
心に活動していくもので
す。
今後、この寄附研究講
座では、東京オリンピッ
ク・パラリンピックが開

運営に携わった鹿屋体育大学テニス部の学生

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。

鹿屋体育大学に関する情報はホームページをご覧下さい。

http://www.nifs-k.ac.jp/
スポーツパフォーマンス研究棟に関する情報
はこちらをご覧下さい。

http://splab.nifs-k.ac.jp/ja/

学生のサークル
活動の情報を
「部ログ」で発信中！

