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2011 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。おかげさまで当協会は設立 40周年を迎え、改修が予定される国立競技場内
へのナショナルコート設立へ向けて、決定機関に民意を伝えるための署名プロジェクトを第
40回全日本選手権大会で行ったプレゼンテーションを皮切りとしてスタートさせました。
このプロジェクトの推進期間として 2012 年２月 11日（土・祝）に『スカッシュデー』を、
『スカッシュウィーク』を、２月 4日 ( 土 ) から 12日 ( 日 ) の 9日間に実施する事になりま
した。例年にも増して力を入れてゆく所存です。
　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、協会地区支
部等の各団体の皆様と ( 公社 ) 日本スカッシュ協会が一致協力して行う普及活動であり、双
方の力を合わせて成功に向けて邁進したいと思います。日本スカッシュの未来のためのナ
ショナルコート設立をアピールし、同時にスカッシュの楽しさを一人でも多くの方々に伝え
てゆきたいと切望いたします。そして毎年のお願いではありますが、この期間に初めてラケッ
トを握った方々が、今後もスカッシュを楽しんで続けていただける受け皿作りも併せて企画
して頂けます様、重ねてお願いいたします。
　本年度はスカッシュデー参加人数No.1 とスカッシュウィーク参加人数No.1 の団体、そ
れに期間中に署名をたくさん集められた団体に、それぞれトップ賞としてスカッシュボール
を贈呈させていただきますので、より一層力を入れての企画・集客をしていただけたらば幸
いです。何卒、皆様のお力添えを賜ります様、お願いいたします。

敬具

主催：
スカッシュデー：

スカッシュウィーク：
参加人数トップ賞：

公益社団法人　日本スカッシュ協会
2012年２月11日 (土・祝 )
2012年２月4日 (土 )～12日 (日 )
スカッシュデー参加人数トップ賞 (イベント・大会 )　各ボール1ダース
スカッシュウィーク参加人数トップ賞 (イベント・大会 )各ボール1ダース
署名人数トップ賞　ボール1ダース
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上

記

＊賞の対象となる大会・イベントは、申し込み時に申請をした団体の主催とみなします。
＊スカッシュデーの審査対象はスカッシュデー一日のみの大会・イベントとさせていただきます。
＊イベント部門と大会部門に分けて審査させていただきます。
＊同一団体が複数トップを取られた場合は、ご相談の上、賞品授与はいずれかの一つとし、次点繰り上げで
　賞品の贈呈をさせていただきます。
＊上記日程以外の開催の場合は賞の対象外と致します。
＊協会登録団体が対象となります。（次年度登録予定団体は参加可能です。）



■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、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。

■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 )　10,500円 (税込み )

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。

『スカッシュデー』『スカッシュウィーク』開催までの流れ
１.　JSAより各施設にお願い書とご回答書をお送りいたします。

２.　参加の可否と内容を記載した回答書を 2012年1月13日（金）までにJSAにFAX願います。

３.　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。

　　＊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2012年3月9日（金）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。

８.　集客トップ賞受賞団体にスカッシュボール各3 ダースをそれぞれ贈呈・送付いたします。

＊ご不明の点などは協会事務局までお問い合わせ下さい。　03-5256-0024
＊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ご相談下さい。( 年明け 1月 12日までにご連絡ください。)

2010 年ポスター

( 平成 23年 12月 26日月曜までに JSA まで FAX：03-5256-0025 でお申し込み下さい。）

JSA　FAX番号：03-5256-0025



（公社）日本スカッシュ協会主催
『スカッシュデー』『スカッシュウィーク』
2012 年　団体イベント協力回答書

＊2012 年 1月 13日（金）までに JSA に FAXでお送り下さい。（03-5256-0025）
＊不参加の場合でもご返信頂けますようお願いいたします。

各団体ご担当者様
お忙しい時期にご協力頂きありがとうございます。

公益社団法人 日本スカッシュ協会 JAPAN SQUASH ASSOCIATION

〒101-0021　東京都千代田区外神田 2-1-10  ニュー松本ビル2Ｆ
Homepage : http://www.squash-japan.org  E-Mail : squash@japan.email.ne.jp

TEL 03-5256-0024 　FAX 03-5256-0025

1. ご協力の可否（○をつけて下さい）　  　　・協力する　　 ・協力できない　　　

2. 団体名　　　　　　　　　　　　　　　　　　ご担当者様：

住所　〒

　　　　　TEL :　　　　　　　　　　　　　　　　FAX :　

3. 会場名

住所　〒

　　　　　TEL :　　　　　　　　　　　　　　　　FAX :

4. 開催期間、日時

5. イベント名称・内容　　　大会　イベント（○をつけて下さい）

6. イベント参加者の申込み先・問合せ先　　

ご協力頂けない場合は、お手数ですが、その理由をお書き下さい。

（原則としてイベントを開催頂く団体所在地とさせて頂きます。）



 

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 * 大塚製薬株式会社 * アサヒビール株式会社 

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 * HTMスポーツジャパン株式会社  

 OEC * 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 * アイベックスポーツ株式会社 

スカッシュマジック有限会社 * 有限会社スカッシュマネジメント * 株式会社スポーツステーション・ジン * Ｊｃｏｕｒｔ 

ジェクサー・フィットネスクラブ赤羽 * ＹＯＫＯＨＡＭＡ ＳＱＵＡＳＨ ＳＴＡＤＩＵＭ ＳＱ-ＣＵＢＥ 

グラデスタオ株式会社 * Ｓｕｎｓｅｔ Ｂｒｅｅｚｅ Ｈｏｔａ *イスタ日進 * Kaepa USA*HOGUMI 

 

平成23年12月吉日 

関 係 各 位 

 

「スカッシュデー」・「スカッシュウィーク」 

広 告 協 賛 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 時下益々ご清祥の事とお慶び申し上げます。 

平素より当協会の活動に格別の御高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

（公社）日本スカッシュ協会では、2000 年の創立30 周年を期に「SQUASH DAY」並び

に「SQUASH WEEK」を制定し、40 周年目の本年度、国立競技場スカッシュコート導入署

名の推進イベントとして開催する運びとなりました。JSA 所属の各団体の協力により、

「スカッシュ体験」「スカッシュ教室」「大会」等のイベントで一般に広くアピールし、

スカッシュの普及・発展に全力で取り組む所存でございます。今年は全日本選手権大会

の時に撮影した署名呼びかけの大集合写真をポスターにいたします。 

 つきましては、皆様には、広告協賛としてのバックアップをお願い申し上げます。本

ポスターは、北海道から九州まで日本全国に掲示される予定です。その他マスコミなど

にもスカッシュの存在を、広くアピールいたします。 

何卒、ご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

敬具 

 

 ＊御協賛頂くと次年度協会レターフッターに貴社名を記載させて頂きます。 

 

 

 



（公社）日本スカッシュ協会主催
『スカッシュデー』『スカッシュウィーク』

2012 年　広告協賛申込書

＊お忙しい時期に恐縮ですが、2011 年 12 月 28日（水）までに JSA 事務局宛に
　FAXでお送り下さい。（03-5256-0025）

ご協賛ありがとうございます。

※ 尚、2012 年 1月 20日（金）までにお振込の程、よろしくお願い致します。

振込先　：　三菱東京ＵＦＪ銀行　神田支店　普通 4537619
　　　　　　公益社団法人　日本スカッシュ協会
　　　　　　（シャダンホウジンニホンスカッシュキョウカイ）
＊公益社団法人に移行しておりますが、口座名称はシャダンホウジンとなります）

公益社団法人 日本スカッシュ協会 JAPAN SQUASH ASSOCIATION

〒101-0021　東京都千代田区外神田 2-1-10  ニュー松本ビル2Ｆ
Homepage : http://www.squash-japan.org  E-Mail : squash@japan.email.ne.jp

TEL 03-5256-0024 　FAX 03-5256-0025

1 口　10,500 円（税込み）

　　　　　　　　　　　　　　　お申し込み　　　　　　　口

　　　　　　　　　　　　

御社名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ご担当者様：

　　　　　

　　　TEL :　　　　　　　　　　　　　　　　FAX :

ご請求書発行：　要　　不要

スカッシュウィークのポスター等への広告協賛を申し込みます。

お入り用の場合のお宛名、ご送付先、ご担当者名をご記入下さい。




