
住友生命健康財団は
地域のスポーツ活動を応援しています!!
スミセイ コミュニティスポーツ推進助成プログラム

地域でともに楽しみ健康に。多様なコミュニティスポーツの取り組みを応援しています！

スノースポーツ・コミュニティ
再構築プロジェクト
一般社団法人 SLDI （北海道岩見沢市）

スノースポーツに親しんで、雪離れを解消したい！

雪の降らない釜石市で、
子供も親もスポーツ雪合戦
総合型地域スポーツクラブ唐丹すぽこんクラブ （岩手県釜石市）

屋内や被災したビーチで世代を超えて雪合戦。

障がい者（児）支援 “みんな deプール”
福祉水泳 きらり☆ （石川県金沢市）

障がいを持つ子どもたちの水泳教室を開催。

奄美の伝統文化「舟こぎ」を通じた
コミュニティスポーツプロジェクト
奄美舟こぎ協会 （鹿児島県奄美市）

伝統の「舟こぎ」を地域のスポーツに。

障がいのある子どもたちの 
「楽しい」 スポーツ・水泳プロジェクト
鹿児島パラアスリートクラブ （鹿児島県鹿児島市）

運動機会の少ない障がい児たちとバスケを楽しむ。

みんなで富士山麓を清掃トレッキング！
富士山アウトドアミュージアム （山梨県南都留郡富士河口湖町）

地域の子どもたちと富士山麗で清掃トレッキング！

サイクリングライフによる
住民向け健康増進プログラムの開発
特定非営利活動法人 シクロツーリズムしまなみ （愛媛県今治市）

しまなみ海道を地域の健康の道に。

全国交流型クライミングサークル
運営支援プロジェクト
特定非営利活動法人 モンキーマジック （東京都武蔵野市）

障がい者と地域コミュニティの交流促進事業。

コミュニティスポーツの現場から

● スクエアステップ
● ラインクップ
● スポンジテニス
● フロアボール
● タグラグビー
● ドッチビー
● フライングディスク

●  不器用さのある子どもたちのヒップホップダンスプロジェクト
●  ユニバーサルデザインのヨット体験から始まる、江の島の
　セーリング・スポーツの輪に加わろう！広げよう！プロジェクト
●  児童養護施設出身者の孤立防止に向けた
　バドミントン・フットサルコミュニティ
●  空き古民家をランニング・コミュニティーケアの駅として利活用
●  更年期を迎える女性の心と体の健康をサポート
●  サッカーを通して多文化の人のつながりを作るプロジェクト  など

● 助成金で新たなスポーツ用具を購入
し、参加者を増やすことができました。

●参加者の口コミから共感が拡がり、活
動が地域に根付きつつあります。

●障がいのあるなしに関わらず一緒にス
ポーツを楽しむことで、自然と交流が深
まっています。

●活動する中でコミュニティが育ってい
ることを実感しています。

●助成を受けて自分達の活動の意義と
価値を再確認しました。

住友生命健康財団のホームページ
に、助成対象団体の取り組みや成果
を紹介するレポート「コミュニティス
ポーツの現場から」を掲載しています。

日本各地で、多種多様なスポーツ種目を取り入れた活動が行われています。
また、地域の資源（人材、自然、施設など）を活かしたり、
社会参加が困難な状況にある人とともに楽しめるようなスポーツ活動なども行われています。
2010年からスタートした「スミセイ コミュニティスポーツ推進助成プログラム」では、
スポーツを通じて健やかな暮らしの実現をめざす様々な活動に助成してきました。

助成件数 324件   助成総額 2億4,755万円
※2010年～ 2020年までの累計

取り組まれたスポーツの種目
他にも多様なプロジェクトを応援しています

● ラージボール卓球
● ボッチャ
● 健康体操
● スポーツゴミ拾い
● チアリーディング
● トレイルランニング
● シッティングバレーボール  など

「地域において様々な人々が、楽しみながら参加・交流し、
スポーツを通じて一人ひとりの健やかな暮らしの実現をめざす取り組み」を
コミュニティスポーツとしてとらえ、日本全国の多様なスポーツ活動に助成しています。

助成プログラムの概要

住友生命健康財団のホームページも
ぜひご覧ください

住友生命健康財団

毎年8月頃、応募要項をホームページに掲載します。
全国の皆さまからのご応募をお待ちしております。

スミセイ コミュニティスポーツ推進助成プログラム
～コミュニティスポーツによる健やかな暮らしと文化の醸成～

1年間（4月～翌3月）

2年間（4月～翌々年3月）

助成種別
● チャレンジコース：50万円以下、
   地域におけるコミュニティスポーツのチャレンジと、その後の自立・発展をめざすもの

● アドバンスコース：300万円以下、

   地域を超えたコミュニティスポーツの展開や、特定の地域におけるコミュニティスポーツの深化をめざすもの

助成の対象となる団体
● 団体としての活動実績がある日本国内に活動拠点のある民間の非営利団体（法人格は不問）。
● スポーツ分野を専門とする団体以外の団体も応募できます。

■ お問い合わせ先
公益財団法人住友生命健康財団　
スミセイ  コミュニティスポーツ推進助成プログラム事務局　

　〒160-0003

　東京都新宿区四谷本塩町 4-41 住友生命四谷ビル 6 階　
TEL：03-5925-8660　FAX：03-3352-2021
E-mail：sports@am.sumitomolife.co.jp

助成対象プロジェクト
【一般】 地域の中で一人ひとりの健やかな暮らしの実現につながるコミュニティスポーツ

【特定】 心身の障がいや長期療養などにより社会参加が困難な状況にある人と共に楽しめるコミュニティスポーツ

https://skzaidan.or.jp/

「スミセイ コミュニティスポーツ推進助成プログラム 

10 ［」跡軌の年 2010年～2020年］（70ページ、2021年5月発行）

10年間の助成事業について、その変遷や成果をとりまとめた冊子
を作成しました。
ホームページから全ページをダウンロードしてご覧いただけます。

検索
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助成の対象となる団体
● 団体としての活動実績がある日本国内に活動拠点のある民間の非営利団体（法人格は不問）。
● スポーツ分野を専門とする団体以外の団体も応募できます。

■ お問い合わせ先
公益財団法人住友生命健康財団　
スミセイ  コミュニティスポーツ推進助成プログラム事務局　

　〒160-0003

　東京都新宿区四谷本塩町 4-41 住友生命四谷ビル 6 階　
TEL：03-5925-8660　FAX：03-3352-2021
E-mail：sports@am.sumitomolife.co.jp

助成対象プロジェクト
【一般】 地域の中で一人ひとりの健やかな暮らしの実現につながるコミュニティスポーツ

【特定】 心身の障がいや長期療養などにより社会参加が困難な状況にある人と共に楽しめるコミュニティスポーツ

https://skzaidan.or.jp/

「スミセイ コミュニティスポーツ推進助成プログラム 

10 ［」跡軌の年 2010年～2020年］（70ページ、2021年5月発行）

10年間の助成事業について、その変遷や成果をとりまとめた冊子
を作成しました。
ホームページから全ページをダウンロードしてご覧いただけます。

検索


