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スカッシュを応援します！

ミズノ株式会社* グローブライド株式会社* 株式会社ダンロップスポーツマーケティング * 株式会社ダイナム

大塚製薬株式会社* アサヒグループホールディングス株式会社 * セントラルスポーツ株式会社

株式会社ルネサンス *  株式会社東武スポーツ  *  HEAD Japan  * Ｊｃｏｕｒｔ *  OEC  *  Be-Win

株式会社エスキューブ * パシフィック・ディベロップメント アンド マネージメント株式会社* 株式会社ティップネス

グラデスタオ株式会社 *アイベックスポーツ株式会社* 株式会社スポーツステーション・ジン * 株式会社ヤマナカシャツ

リバティ スカッシュコート *株式会社サンワ * スカッシュマジック有限会社 *株式会社ベルテクス・パートナーズ

Sunset Breeze Hota * 株式会社ランド *Squash-Life * 九州医療スポーツ専門学校 ＊株式会社PR TIMES

2018 年 12 月吉日

『スカッシュデー』『スカッシュウィーク』

開催のお知らせとご協力のお願い

公益社団法人 日本スカッシュ協会

                      実行委員長 宮城島 真知子

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り厚

く御礼申し上げます。「スカッシュデー・スカッシュウィーク」はスカッシュの普及を目指

して 2000年からスタートしました。毎年、日本中の多くのコートで大会や体験会を

企画して頂き、スカッシュを盛り上げて頂けますようにお願しています。今年度のスカッ

シュウィークは

2019 年 2 月 2 日(土)〜17 日(日)の 16日間、そして 11 日（月）がスカッシュデーになり

ます。

このイベントは、スポーツクラブ等のコート所有施設の皆様、コーチの皆様、地区支部の皆様と

(公社)日本スカッシュ協会が協力し、この期間、日本中にスカッシュの楽しさを一人でも多くの

方々に伝えていきたいと願って開催しています。そして、ラケットを初めて握った方々が今後も

スカッシュを楽しんで頂ける受け皿作りも重ねて企画して頂けましたら幸いです。例年通り参加

者数トップ賞も用意しております。

例年の日本各地のイベント開催に加え、

今年も「エアースカッシュキャラバン」の開催募集を企画いたしました。

今！普及のキーワードは「体育協会加盟」です。すでに、福岡市スカッシュ協会は福岡市体協に

加盟しております。2017 年は川崎市スカッシュ協会、横浜市スカッシュ協会、岩手県スカッシ

ュ連盟が発足し、旭川市など、自治体を意識した色々な活動を開始しております。そして活動の

一つとしてエアー・スカッシュの利用があります。
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現在エアー・スカッシュキャラバンの体験者は 3,796名です。そこで普及渉外委員会では「スカ

ッシュデー・スカッシュウィーク 2019」の期間中に「エアー・スカッシュキャラバン」開催希

望を募集し、ご応募頂いた中から 2 団体に運営費の補助金 5 万円を提供させて頂く事となりま

した。

応募条件は 2019年 12月 24日までに実施する事、スカッシュの普及に役立つ企画であることで

す。応募多数の場合は普及渉外委員会で審査を行い決定させていただきます。エアースカッシュ

でイベントご希望の方、この機会に是非ご応募下さい。                                       

記

    主      催： 公益社団法人 日本スカッシュ協会

    『スカッシュデー』： 2019 年 2月 11 日(月)

  『スカッシュウィーク』： 2月 2日（土）〜17 日（日）

イベント参加人数トップ賞：スカッシュデー2/11参加人数トップ賞（イベント・大会）

＋はじめて体験企画

スカッシュウィーク参加人トップ賞（イベント・大会）

＋はじめて体験企画

    エアースカッシュ ： 運営費補助金の応募受付        

  

  ■コート保有団体様へのお願い

  1） ポスターの掲示をお願いいたします。               

  2） スカッシュイベントの開催をお願いいたします。

   例) 体験会、試打会、特別ヒッティングパートナー・

コーチング等のイベント企画、レンタル無料デー、

ラケッティング大会・風船割り・3/4 ゲーム大会などの

  お楽しみ会、スカッシュ大会等、etc

3） 体験会から会員へ、又はスクール会員への導入プログラ

ムをご検討下さい。

                                   

                                2018 年ポスタ－
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■コーチの皆様へのお願い                             

１） 施設に専属スカッシュコーチがいない場合、

    ボランティアコーチをお願い致します。

                                  

■サポート企業の皆様へのお願い                                  

1） ポスター等の広告協賛をお願いいたします。

  会社名又はクラブ名をポスター、ウェブサイトに明記。

  ポスターサイズ A3 (500 枚配布予定)

広告スペース 1 社(クラブ) 10,800 円（税込）

   ※来年度よりは、活動資金不足の為広告費の見直しを考えております。

よりお得な特典の多いプレミアムパートナー会員（団体）へのご加入をご検討頂

きますようにお願い致します。プレミアムパートナー会員につきましては、協会

ホームページの団体会員募集要項をご覧下さい。

http://squash.or.jp/about/member/group_recruit.html

   ＊ 平成 30 年 12 月 17 日(月)までに JSA まで FAX：03-5256-0025 へお申し込み下さい。      

2） 御社関連団体様ご企画のイベントへのご協力をお願いいたします。

■地区支部の皆様へのお願い

1） 自主企画、地区所在施設への各種サポートなどをお願いいたします。

■「エアースカッシュキャラバン」開催希望の皆様

＊専用の応募用紙をご記入の上、ＦＡＸまたはメール添付でお申込み下さい。

「スカッシュデー」「スカッシュウィーク」イベント開催までの流れ

１. JSA より各施設にお願い書とご回答書、エアースカッシュ応募申込用紙をお送りいたしま

す。

２. 参加の可否と内容を記載したご回答書や申込書を 2019 年 1 月 17 日（木）までに JSA に

  FAX かメールで送付して下さい。

３. イベントのご協力頂ける各団体の企画内容を JSA のホームページに掲載いたします。

４. JSA 登録の全ての団体に、ポスターとイベント告知書を送付いたします。

５. ポスターの掲示と、個々のイベントの周知・実行をお願いします。
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  ＊可能な範囲で、イベントの様子などを写真撮影して下さい。

６. イベント終了後、報告書を 2019 年 3 月 9 日（木）までに JSA に FAX でお送り下さい。

  ＊写真などもご送付頂けますと助かります。（デジタルデータでお送り下さい。）

７. 報告書を集計し、ホームページと機関誌にて発表し、参加人数上位団体を表彰させて頂き

ます。

※2/11 のみのスカッシュデー 何名、スカッシュウィーク 何名かわかるように記載をお

願い致します。参加人数の集計もしておりますので必ず報告書をご提出下さい。

８. 集客トップ賞受賞団体にスカッシュボール各 2 ダースをそれぞれ贈呈・送付いたします。

9. エアースカッシュ補助金獲得団体も併せて発表させて頂きます。

＊ご不明の点などは協会事務局（03-5256-0024）までお問い合わせ下さい。

＊これまで行われたプランのご紹介など、イベントの立案のお手伝いもいたし

ます。

＊ 企画にコーチ派遣が必要な場合も2019年1月17日(木)までにご相談下さい。

公益社団法人日本スカッシュ協会

FAX：03-5256-0025


