
「私たちは宮崎のスポーツを応援します」
≪御協力ありがとうございます≫

　本会の賛助会員として御入会を賜り、事業推進に御協力いただいております個人・団体・企業の皆様方の御芳名を
掲載し、謹んで謝意を表しますとともに、２０２６年に開催予定の第８１回国民体育大会並びに第２６回全国障害者
スポーツ大会成功のため、引き続き御支援を賜りますようお願い申し上げます。
　※なお、本会は、税制上の「特定公益増進法人」に該当しますので、本会賛助会へ加入いただいた場合、寄付金控
除の優遇措置を受けることができます。
                                                                                        （平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 年 2 月 28 日現在　敬称略）

Ⅰ　法人・企業・団体会員（159件　348口）
　 アイワ工業株式会社　　　　　　　　　　　 　青木画材店
    旭化成株式会社延岡支社 　旭建設株式会社 
    アリストンホテル宮崎 　一般財団法人弘潤会野崎東病院　　　　　　 
    一般財団法人みやぎん経済研究所 　井上酒造株式会社　　　　　　　　　　　　 
    医療法人慶明会おび中央病院 　医療法人慶明会けいめい記念病院 
    医療法人慶明会富吉共立病院 　医療法人慶明会宮崎中央眼科病院 
    医療法人建悠会吉田病院 　雲海酒造株式会社　　　　　　　　　　　　 
    エースランド株式会社 　江坂設備工業株式会社　　　　　　　　　　 
    SIS ビジョン株式会社 　M スポーツ整形外科クリニック 
    大淀開発株式会社 　学校法人旭進学園宮崎第一中学高等学校 
    学校法人順正学園九州保健福祉大学 　学校法人豊栄学園都城東高等学校 
    学校法人宮崎総合学院 　株式会社青島グランドホテル 
    株式会社 AAO 　株式会社 AVC 放送開発 
    株式会社イ−・アール・シー高城 　株式会社エアラインホテル 
    株式会社エムアールティ・ミック 　株式会社岡﨑組
    株式会社九州コミュニティカレッジ 　株式会社近畿日本ツーリスト九州宮崎支店 
    株式会社黒木本店 　株式会社興電舎 
    株式会社幸和 　株式会社コム光成 
    株式会社児湯食鳥 　株式会社坂下組 
    株式会社志多組 　株式会社 JTB 宮崎支店 
    株式会社テクノミックス                  　株式会社テヅカ 
    株式会社テレビ宮崎　　　　　　　　　　 　株式会社デンサン 
    株式会社永野（ながの屋・ウメコウジ）　　　　　　　　株式会社ニチワ 
    株式会社ニッショー 　株式会社ニューウェルシティ宮崎
    株式会社ほっかほっか亭宮崎地区本部　　　　　　　　  株式会社ホテルマリックス　　　　　　　　　 
    株式会社南日本ネットワーク 　株式会社宮交シティ　　　　　　　　　　　 
    株式会社宮崎観光ホテル 　株式会社宮崎銀行　　　　　　　　　　　　 
    株式会社宮崎太陽銀行 　株式会社宮崎ツアーサービス　　　　　　　 
    株式会社宮崎日日新聞社 　株式会社宮崎放送　　　　　　　　　　　　 
    株式会社宮崎山形屋 　株式会社明光社　　　　　　　　　　　　　 
    株式会社メイトーテック 　株式会社夕刊デイリー新聞社　　　　　　　 
    株式会社ユニオンコートホテルメリージュ 　株式会社ヨシダや 
    神崎建設工業株式会社 　キューキ工業株式会社 
    清本鐵工株式会社 　協同紙工株式会社  
    霧島酒造株式会社 　倉本鐵工株式会社
    黒木歯科医院 　公益財団法人みやざき観光コンベンション協会
    公益財団法人宮崎県スポーツ施設協会　　　 　公益社団法人宮崎県柔道整復師会  
    興梠豆腐有限会社 　興和商事株式会社  
    合資会社シビルプランニング　　 　合資会社ルミエール日向  
    JTB 協定タクシー連盟宮崎会 　JTB 協定旅館ホテル連盟宮崎支部  
    大星電機株式会社 　高鍋信用金庫  
    東武トップツアーズ株式会社宮崎支店　　　 　野崎漬物株式会社  
    延岡信用金庫　　　　　　　　　　　　　　 　ビジネスホテル有明  
    松田商事株式会社　　　　　　　　    　丸山物産株式会社ホテルクレイン橘  
    丸山物産株式会社ホテルスカイタワー 　宮銀カード株式会社　　　  
    宮銀コンピューターサービス株式会社 　宮銀ビジネスサービス株式会社  
    宮銀ベンチャーキャピタル株式会社 　宮銀保証株式会社　　　　　　　　　　　　 
    宮銀リース株式会社 　都城市郡ホテル旅館組合  
    宮崎液化ガス株式会社 　宮崎カーフェリー株式会社　　　　　　　　 
    宮崎ガス株式会社 　みやざき魚菜志ほ　　　　　　　　　  
    宮崎空港ビル株式会社 　宮崎グリーンホテル  
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    宮崎ケーブルテレビ株式会社　　　　　　　  宮崎県運動具商協同組合  
    宮崎県スイミング協会　　  宮崎県ホテル旅館生活衛生同業組合　　　　 
    宮崎県遊技業協同組合  宮崎交通株式会社　　　  
    宮崎酸素株式会社  宮﨑紙工印刷株式会社　　　  
    宮崎綜合警備株式会社  宮崎日産自動車株式会社 　
    宮崎ひむかライオンズクラブ　　　　  宮崎都城信用金庫  
    宮崎ヤクルト販売株式会社  民宿美波　　　　　　　　　　　　　　　　 
    名鉄観光サービス株式会社宮崎支店  米良電機産業株式会社　　　　　　　　　　 
    有限会社アーキコスモ  有限会社いっせい・お弁当のくうらく亭　　 
    有限会社いろは企画　　　　　　　　　　　  有限会社かわにしスポーツ  
    有限会社郡山板金工業所  有限会社創和  
    有限会社ソニア　　　　　　　　　　　　　  有限会社橋本商会  
    有限会社堀之内スポーツ店  𠮷原建設株式会社　　　　　　　　　　　　
    旅情苑やまざと　　　　　　　　  一般財団法人宮崎県水泳連盟  
    一般財団法人宮崎陸上競技協会  一般社団法人宮崎県サッカー協会  
    一般社団法人宮崎県バスケットボール協会  NPO 法人宮崎県サーフィン連盟  
    宮崎県アイスホッケー連盟　　　　　  宮崎県弓道連盟  
    宮崎県グラウンド・ゴルフ協会　　　　  宮崎県ゲートボール協会  
    宮崎県高等学校体育連盟　　　　　　　　　  宮崎県高等学校野球連盟  
    宮崎県銃剣道連盟  宮崎県柔道連盟  
    宮崎県スケート協会  宮崎県ソフトボール協会　　　　　　　　　 
    宮崎県体操協会  宮崎県卓球協会  
    宮崎県中学校体育連盟  宮崎県テニス協会  
    宮崎県軟式野球連盟  宮崎県馬術連盟  
    宮崎県バドミントン協会  宮崎県バレーボール協会  
    宮崎県ハンドボール協会  宮崎県武術太極拳連盟  
    宮崎県ボウリング連盟  宮崎県ボクシング連盟  
    宮崎県ライフル射撃協会  宮崎県ラグビーフットボール協会  
    宮崎県レスリング協会

Ⅱ　個人会員　（79件　106口）
相星　正人 秋田　義久　 朝比奈紀行　 新木　るり　　　　　
飯干　裕二 石原　　実      入倉　俊一 上杉　聡視　　　　　 
植松　義文　　　　　 大澤　由一 大西　敏夫　　　　　 大山　直生　　　　 
尾形　洋子 尾﨑　太朗　　　　　 押川　尚生　　　　　 甲斐　　守 
甲斐　藤昭　　　　　 鹿島庄一郎　　　　　 片山　真貴 鎌田　伸次　　　
上江田安博　　　　　 川﨑　重雄　　　　　 川添　健一 河内　徳康　　　　　
河野　幸榮　　　　　 河野　　順 木宮　浩二　　　　　 黒川　正信 
財津　𠮷長　　　 斉藤　重保　　　 坂口　和隆    佐藤　勇夫  
四位　久光 塩月　光夫　　　　　 重信　和行 嶋岡　満幸  
菅　　　薫         巣立　勝弘 園田　浩二　　 田代　　均
田中　裕久           谷口　行孝 田村　　司　　　 中馬　康裕
黒葛原朱美　　　　 東長　達也　　　　　 得能　　剛　 中川　義行 
中村　嫁苗       中村　正親 長友　寧雄　　　　　 丹生　進一　　　　　 
萩尾　英司          橋田　和実　　　　　 原口　宏史           東　　啓三　　　 
樋口　保則 日髙　　巽　　　　　 日髙　和典　　　　　 廣田　　彰　　　　　 
廣田　忠則 藤元　良一 古木　克浩 古川　康二　　　　　 
前原　央志　　　　　 松本　守人 三浦　徹也           水迫　　勇　　　 
宮田　育俊　 宮田　直之　 八木　尚紀　 薬師　正義　　 
横山　　博　　　　　 米丸麻貴生 若林　繁幸　　　　 和田　保典　　   
渡邊　　理      他匿名希望２名

Ⅲ　香典返し　（１件）
宮崎県アイスホッケー連盟　朝倉　康光

Ⅳ　寄贈　（１件）
宮崎ワールドアスリート発掘・育成プロジェクト平成 30 年度修了生一同

−30− − 31−

第217号　(平成31年3月) 宮崎体協



編 集 後 記

　まずは、本年度の公益財団法人宮崎県体育協会における、全ての事業が無事に終了
したことの御報告を申し上げますとともに、関係各位の方々からの御支援等に衷心よ
り感謝いたします。
　2019 年1 月、大坂なおみ選手が全豪オープンで優勝し、さらに世界ランク1 位に輝
いたことで世間を賑わせました。来年に控えた2020 年東京オリンピックに向けて機
運が高まる中、多くの人に感動と笑顔を与えていただきました。
　さて、2 月1 日からは第74 回 国民体育大会冬季大会「イランカラ プテくしろさっ
ぽろ国体」が開催され、本部役員・監督・コーチ・選手団が派遣されました。極寒の中で
はありましたがチーム宮崎の熱い気持ちと団結力が垣間見えた大会でした。厳しい練
習環境の中で工夫しながら強化を図り、その成果を発揮していただいたことに感謝申
し上げます。
　「宮崎ワールドアスリート発掘・育成プロジェクト」も第1 期生である中学3 年生を
初めて送り出します。それぞれが自分の将来と真剣に向き合い、葛藤しながらも自分
自身の専門競技を選択しました。この3 年間で学んできたことを軸とした今後の競技
生活における活躍に期待を寄せているところです。多くの競技団体をはじめとする関
係機関の皆さまの多大なる御協力により質の高いプログラムを受講することができて
おります。今後とも何とぞよろしくお願いいたします。
　今回もおかげさまで、本誌「宮崎体協217 号」を発刊することができました。この発
刊に際し、御多用の中、寄稿・写真提供をしていただいた全ての方々に心より感謝を申
し上げます。
　最後になりますが、今後も本協会として、宮崎県ス
ポーツの発展のために、誠心誠意、努力してまいりま
すので、これからも温かい御支援・御鞭撻を心よりお
願い申し上げ、編集後記とさせていただきます。
 

●事務局● 

公益財団法人 宮崎県体育協会
〒 889-2151 　宮崎市大字熊野字島山 1443-12
KIRISHIMA ヤマザクラ宮崎県総合運動公園受付・案内所 2F
TEL 0985-58-5633  　FAX 0985-58-5630
E-mail / miyazakiken@japan-sports.or.jp

●発行所●  
公益財団法人 宮崎県体育協会
編集発行人　　　佐多　裕之

●表紙写真● 
第 74 回 国民体育大会冬季大会
スポーツ優秀賞・奨励賞

（小・中・高校生）
宮崎ワールドアスリート
発掘・育成プロジェクト
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　公益財団法人日本体育協会のオフィシャルパートナー企業大塚製薬株式会社の御協力をいただき、実施しております。
設置された自動販売機の売上の一部が本県のスポーツ振興に役立てられます。「Sports for all 推進費付き自動販売機設
置事業」に御協力下さい。

御協力いただける企業・施設・個人の皆様は、公益財団法人宮崎県体育協会へ御連絡下さい。

Sports for all
推進費付き自動販売機設置事業

の協力について

御香典返しの儀は宮崎県体育協会賛助会募金へ（お願い）

「Sports for all 推進費付き自動販売機設置事業」の協力について  

 
公益財団法人日本体育協会のオフィシャルパートナー企業大塚製薬株式会社

の御協力をいただき、実施しております。設置された自動販売機の売上の一部

が本県のスポーツ振興に役立てられます。「Sports for all 推進費付き自動販売機

設置事業」に御協力下さい。 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
御協力いただける企業・施設・個人の皆様は、公益財団法人宮崎県体育協会

へ御連絡下さい。 
 
 
 
 
 

御香典返しの儀は宮崎県体育協会賛助会募金へ（お願い） 

 
 
 
 
 
 
 
 

チームみやざ

スポーツへの関心が高かった故人の意思を尊重し、

本県スポーツの振興と発展を願い、公益財団法人宮崎

県体育協会への「香典返し募金」を行っています。 
趣旨を御理解の上、皆様の御協力をお願い申し上げ

ます。 
募金いただいた方には、広報誌（宮崎体協）へ御氏

名を掲載し、賛助会員として『賛助会員の証』楯を贈

呈させていただきます。 
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