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クリーン大作戦について 

チーフ 浅野 進之介 

 

各団体の参加日程、参加キャンパスが決定致しましたのでご確認ください。 

試合等のやむを得ない事情で日程を変更する場合には、必ず soumu_08@yahoo.co.jp まで

ご連絡ください。クリーン大作戦、大クリーン大作戦の詳細については直近のクラブ・サー

クル代表者会議、総務部ブログにてお知らせ致します。 

 

第 1 回 クリーン大作戦 5 月 11 日(土) 

東京・世田谷キャンパス 横浜・健志台キャンパス 

･合気道部          ･チアリーダー部      

･近代五種競技部       ･伝統芸能・ 

･スキー部           和太鼓同好会 

･ダンス部          ･バーベルクラブ 

･ライフセービング部    

･ゴルフ部        ･テニス部 

･自転車競技部      ･バドミントン部 

･少林寺拳法部      ･基礎スキー研究会 

･スケート部 

 

第 2 回 クリーン大作戦 7 月 27 日(土) 

東京・世田谷キャンパス 横浜・健志台キャンパス 

･アメリカンフットボール部 ･セパタクロー部 

･近代五種競技部      ･ダブルダッチ 

･山岳部           サークル 

･スキー部         ･なぎなた同好会 

･ソフトボール部      ･フィンスイミング 

･バスケットボール部     クラブ 

･フェンシング部      ･弓道部 

･ホッケー部        ･ソングリーディング 

･ラクロス部         クラブ 

･アルティメット・チーム   

･アーチェリー部     ･体操競技部  

･ウエイトリフティング部   ･基礎スキー研究会 

･硬式野球部       ･スカッシュ同好会 

･ゴルフ部        ･トレーナー研究会 

･水泳部         ･救急医療サークル 

･スケート部       ･ヒップホップ同好会 

 

第 3 回 クリーン大作戦 10 月 12 日(土) 

東京・世田谷キャンパス 横浜・健志台キャンパス 

･山岳部          ･フィンスイミング 

･ダンス部          クラブ 

･トランポリン競技部    ･ソングリーディング 

･ボクシング部        クラブ 

･ホッケー部        ･タッチラグビー 

･家政部           サークル 

･アルティメット・チーム  ･フットサル同好会 

･スカッシュ同好会     ･野外教育活動研究会 

･サッカー部       ･トレーナー研究会 

･体操部         ･救急医療サークル 

･インラインホッケークラブ･混合バレーボール 

･社会体育研究会      同好会 

･スポーツマネジメント  ･ヒップホップ同好会 

 サークル 
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第 4 回 クリーン大作戦 11 月 30 日(土) 

東京・世田谷キャンパス 横浜・健志台キャンパス 

･カヌー部        ･ライフセービング部 

･柔道部         ･ラクロス部 

･少林寺拳法部      ･応援団部 

･新体操部        ･エアロビック同好会 

･相撲部         ･準硬式野球部 

･トライアスロン部    ･セパタクロー部 

･軟式野球部       ･ダブルダッチサークル 

･ハンドボール部     ･弓道部 

･ボクシング部      ･野外教育活動研究会 

･ウエイト     ･レスリング部 

リフティング部  ･スポーツマネジメント 

･自転車競技部    サークル 

･水泳部      ･混合バレーボール 

･体操部       同好会 

･体操競技部    ･スポーツパフォーマンス 

･テニス部      アナリシスクラブ 

･陸上競技部      

 

第 5 回 クリーン大作戦 1 月 25 日(土) 

東京・世田谷キャンパス 横浜・健志台キャンパス 

･合気道部        ･家政部 

･柔道部         ･準硬式野球部 

･新体操部        ･なぎなた同好会 

･トライアスロン部    ･保育研究サークル 

･軟式野球部       ･タッチラグビー 

･バスケットボール部    サークル 

･ハンドボール部     ･伝統芸能・ 

･ボート部         和太鼓同好会 

･応援団部        ･バーベルクラブ 

･ブラスバンド部     ･フットサル同好会 

･硬式野球部    ･バレーボール部 

･サッカー部    ･ラグビー部 

･ソフトテニス部  ･社会体育研究会 

･バドミントン部  ･体育研究サークル 

大クリーン大作戦 第 1 弾 大クリーン大作戦 第 2 弾 

日程：6 月 29 日(土) 場所：未定 日程：11 月 16 日(土) 場所：未定 

･アーチェリー部     ･フェンシング部 

･アメリカンフットボール部  ･ボート部 

･空手道部        ･レスリング部 

･剣道部         ･チアリーダー部 

･ソフトボール部     ･ブラスバンド部 

･卓球部         ･保育研究サークル 

･トランポリン競技部   ･アクアスポーツ研究会 

･空手道部     ･陸上競技部 

･剣道部      ･インラインホッケークラブ 

･相撲部      ･エアロビック同好会 

･ソフトテニス部  ･体育研究サークル 

･卓球部      ･スポーツパフォーマンス 

･バレーボール部   アナリシスクラブ 

･ラグビー部    ･アクアスポーツ研究会 
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社会貢献活動 及び 書類提出について 

 

学友会は社会貢献活動の推進を目的とし、各団体の皆様に事前申請書 及び 報告書の提

出をしていただいております。 

しかし、活動内容や金銭の発生に差異が生じ、社会貢献活動についての認識や捉え方の面

で団体ごとに相違があるため、今後は下記の扱いをさせていただきます。 

 

 

記 

 

【社会貢献活動として扱わない・書類を受理できないもの(例)】 

・自らの団体が所属している連盟や協会からの依頼 

・大会の運営補助や合同合宿等、社会ではなく特定の競技者へ貢献している活動 

・母校での部活動指導等、個人的な活動 

 

【社会貢献活動として扱う・書類を受理できるもの(例)】 

・学友会団体単位で自発的に、地域社会や地域住民のために行なっているもの 

・学友会団体として地域社会や学校等から依頼を受けた活動（金銭の発生は問わない） 

 

以上 

 

 

活動内容等につきまして、ご不明点やご質問がございましたら、『2019 年度 社会貢献活動 

事前申請書』のご提出前に、総務委員会へご相談ください。 

 

 

 

 

 

 

問い合わせ先：【E-mail】soumu_08@yahoo.co.jp 
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討議 

 

■討議テーマ  

 学友会が日体フェスティバルにどのように貢献していくか 

 

■討議内容 

 ①学友会団体が日体フェスティバルで貢献できること 

 ②第 53 回日体フェスティバル 2019 で行う新企画の考案 

 

 

■討議班（役割：☆班長 ●書記） 

①☆野外教育活動研究会、●ハンドボール、フェンシング、ボクシング、フットサル同好会 

②☆伝統芸能・和太鼓同好会、●軟式野球、バスケットボール、弓道部、タッチラグビーサ

ークル 

③☆テニス、●救急医療サークル、ダンス、トレーナー研究会、なぎなた同好会 

④☆スポーツマネジメントサークル、●新体操、ソフトテニス、ソフトボール、スカッシュ

同好会 

⑤☆基礎スキー研究会、●サッカー、山岳、水泳、エアロビック同好会 

⑥☆家政、●空手道、近代五種競技、陸上競技、ブラスバンド 

⑦☆ヒップホップ同好会、●バドミントン、ボート、ホッケー、バーベルクラブ 

⑧☆ソングリーディングクラブ、●トライアスロン、トランポリン競技、バレーボール、 

混合バレーボール同好会 

⑨☆卓球、●体育研究サークル、体操競技、保育研究サークル、アクアスポーツ研究会 

⑩☆相撲、●社会体育研究会、スケート、準硬式野球部、ダブルダッチサークル 

⑪☆インラインホッケークラブ、●ゴルフ、硬式野球、少林寺拳法、アルティメット・ 

  チーム 

⑫☆チアリーダー、●ウエイトリフティング、カヌー、ライフセービング、応援団 

⑬☆ラグビー、●アーチェリー、合気道、アメリカンフットボール、ラクロス 

⑭☆フィンスイミングクラブ、●セパタクロー部、スキー、体操、キャンプインストラクタ 

ーアカデミー、スポーツパフォーマンスアナリシスクラブ 

⑮☆自転車競技、●剣道、柔道、レスリング、研修 

 

 


