2013
抱負

新規法人会員企業様訪問

シーズアスリート事務局
選手の講演会や、社内業務などをサ
ポート。 会員向けメルマガ配信やホー
ムページ文章も作成しています。

今年から新しいスタート！
仕事もスポーツも
選手が挑戦できるよう、
これからも
やさしく厳しく
（笑）
サポートします！

2013 C's Athlete メンバーの抱負

草

新たに新日本製薬株式会社
様に法人会員としてご加入
いただきました。実際にメ
ダルを持っていただいて、
メダルの大きさと重さに大
変驚かれていました。良い
結果をだし、元気・勇気・
感動を伝えるため、選手一
同、決意を新たにしました。 新日本製薬株式会社

竹内 由美

シ ー ズ ア ス リ ー ト の み な さ ん に 聞 き ま し た！

野

※売上は全て運営および選手の遠征費に使用さ
せていただきます。

C's Athlete メンバー紹介

小宮 正江

浦田 理恵

草野 剛

ゴールボール選手

車いす陸上選手

ゴールボール選手

ゴールボール選手

ヘルスキーパー

1981 年 福岡県生まれ
19 才でレーベル病になり視力低下

1970 年 長崎県生まれ
23 才のとき家業の事故で車いす生活となる

1975 年 福岡県生まれ
小学生のとき「網膜色素変性症」を発症
株式会社アソウ・ヒューマニーセンター社員

1977 年 熊本県生まれ
20 才で「網膜色素変性症」を発症

1983 年 長崎県生まれ

C's Athlete リーダー

麻生セメント株式会社社員

小宮

会員入会のご案内

副島 正純

株式会社アソウ・ヒューマニーセンター社員

総合メディカル株式会社社員

先天性「網膜色素変性症」
株式会社アソウ・ヒューマニーセンター社員

シーズアスリートではみなさまのご支援をお待ちしております。
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主たるメンバーはパラリンピックのメダリストたちです。

也

工藤 力也

理恵

社会人として業務をこなしながら、
障がい者スポーツで世界一を目指す
彼ら。夢に向かい挑戦し続ける彼ら
をサポーターグッズで応援しよう！
サポーターグッズは T シャツ、タ
オル、ゴールボールストラップなど
各種揃っています。
ご注文は、下記のお電話またはホー
ムページよりお願いいたします。
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アスリートを応援しよう！ サポーターグッズ販売
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法人会員

個人会員

障がい者スポーツ選手雇用の上、
本センターへ出向及び運営費として年間 60 万円

年会費 36 万円（3 万×12 ヶ月）

年会費 1 万円

1. 会報誌「Record」の進呈

1. 会報誌「Record」の進呈

関連イベントご案内及びご招待

2. 社員の福利厚生として理療の割引利用
1. 会報誌「Record」の進呈

関連イベントご案内及びご招待

関連イベントご案内及びご招待

個
人
会
員

2. 30分理療の利用（10 回× 12 ヶ月）
もしくは無料講演会開催（原則 1 回）

2. ヘルスキーパー 30 分無料券
（1,000 円分）2 枚
3. ヘルスキーパー利用 30 分
1,000 円（利用回数制限なし）

会員ご入会（更新含む）の方にはサポー
トグッズ（会員特典）を差し上げます。
会費は全てシーズアスリートの運営費
及び遠征費に使用させていただきます。

会員企業紹介
特別会員企業

株式会社ジェイ・エス・エル

株式会社システムプラネット

総合メディカル株式会社

株式会社増屋

医療法人八女発心会 姫野病院

麻生セメント株式会社

株式会社麻生

中村産業株式会社

株式会社博報堂 九州支社

麻生教育サービス株式会社

エフコープ生活協同組合

株式会社リロケーション・インターナショナル

株式会社ゾーン

株式会社アソウ・アルファ

株式会社キシヤ

株式会社エフ・ジェイ ホテルズ

株式会社ユニバースクリエイト

医療法人 博愛会

新日本製薬株式会社

株式会社福利厚生倶楽部九州

正晃株式会社

学校法人博多学園

株式会社マイマイ

株式会社アトル

株式会社宣翔物産

株式会社アステム

株式会社翔薬

学校法人麻生塾麻生専門学校グループ

山下医科器械株式会社

麻生健康保険組合

九州東邦株式会社

高杉製薬株式会社

株式会社アリックス

株式会社キューデンインフォコム

株式会社エルゼ

株式会社リラックス・コミュニケーションズ

タイシ株式会社

株式会社ファミリー

株式会社久原本家

日本電算システム株式会社

株式会社タケノ

株式会社アソウ・アカウンティングサービス

株式会社カステラ本家 砂屋

株式会社アソウ・システムソリューション

株式会社ヒューマンテクノシステム

2012 年度新規会員企業

シーズアスリートの皆さんに聞きました！

ロンドンパラリンピックを終え、
次に目指す目標とは？

工藤 力也

ゴールボール

『脱皮』する。 現状のままでは結果は変わら
ない。自分自身が変化するために高い目標
をもち人生最大の自己革新に挑戦する。

副島 正純

車いす陸上

2016 年へ向け、心機一転！
現役中年アスリートとして新しい競技へも
チャレンジします！

法人会員企業
西部ガス株式会社
西日本鉄道株式会社
株式会社福岡銀行
学校法人専修学校コンピュータ教育学院
学校法人大村文化学園
九州電力株式会社

小宮 正江

ゴールボール

『心機一転』心・技・体共に新たなことに挑戦
し『止至善』自己を磨き高め、理想に向け歩み
続け学んだことを周囲に伝えていきます！

浦田 理恵

ゴールボール

さぁ Next Stage が始まります。謙虚な気持
ちをもって前進あるのみ！今年のテーマは
『変進！
（変化、そして進化）』

草野 剛

ヘルスキーパー

『成長！』マッサージ技術、知識を向上し、
来ていただいた方がより満足していただけ
るマッサージを目指します！

株式会社サンマーク
麻生商事株式会社

フォーシーズ株式会社

協力会社
有限会社スタジオクリエイションプラン
代表 手島雅弘
国内外の大会に同行し、記録写真を撮影していただ
いています。

有限会社サポート（トレーナールーム天神）
代表 突田尚男
C'sAthlete のオフィシャル治療院です
（専属トレーナー）
。
株式会社カウテレビジョン
代表取締役 高橋康徳
北京パラリンピック壮行会で上映したビデオを撮影
していただきました。

写真場 オバル 小原 亮
ゴールボール大会や合宿を撮影していただいています。

加圧リハ・トレーニングスタジオ HDL
C'sAthlete に物品を提供いただいています。

ゴールボール女子、
金メダル！
パラリンピック団体競技、
夏・冬併せて史上初の快挙！！

レポート
シーズアスリート感謝の夕べ
2012 ロンドンパラリンピック報告会

第 32 回大分国際車いすマラソン大会
ゴールボール日本選手権大会

2012 年受賞式

TEL 092-711-1800 FAX 092-752-0525
http://athlete.ahc-net.co.jp/

シーズアスリート

検索

会員入会・グッズ購入はこちら！
！

問合せ先：障がい者スポーツ選手雇用センター「C's Athlete」事務局
福岡市中央区天神 2-8-41 福岡朝日会館 12 階
（株）アソウ・ヒューマニーセンター内 担当：工藤／竹内

博多高等学園講演会
クリオコート講演会
東若久小学校講演会

