
2011年5月3日,4日（祝日） 
白馬フォーティセブン 

『 LOVE SNOW ECO 47 』 
CSBAチャリティテント出展 

東北地方太平洋沖地震 チャリティイベントご報告-Vol.6- 
2011年5月12日 

＊ お預かり後、直ぐに各受付窓口へ。募集のご報告はホームページに掲載します。 

＊ 中部スノーボード協会では、随時義援金・救援金、救援物資を募集しております。 

 

  【お問い合わせ先】 CSBA 中部スノーボード協会 〒930-1314 富山県富山市三室荒屋180 tel : 076-483-2270  

中部スノーボード協会にてお預かり 

日本赤十字社 

東北関東大震災義援金口座へ 

義援金・救援金 

富山県 厚生課へ 

救援物資 

私たちはスノーボードを通して私たちが行えるチャリティ活動を開始いたしました。 
スノーボードを愛する皆様とご一緒に被災地の方々へ義援金・救援物資をお届けします。 
中部スノーボード協会（＝CSBA）では2011年3月18日に上記を宣言した後 
大変多くの善意が寄せられました。救援物資も多く寄せられています。 
CSBAでは、現在の活動を一過性のものでなく今後のCSBA主催イベントでも継続して 
募金活動を行っていきます。今後ともご協力をお願い致します。 

『 LOVE SNOW ECO 47 』とは、白馬
47来場者に地球温暖化とスノーリゾートの有
り方について考えてもらうイベントです。 
（Hakuba47スノーボードスクール主催） 

イベント内容 
・リサイクルフリーマーケット 
（売上の20%を義援金に致しました。） 
・マイ箸作り 
・クリーン大作戦 
（ゲレンデ内のごみ拾い） ---来場者数--- 

5/3日：2107名 

5/4日：1749名 

たくさんの方にご来場頂きご
協力を頂きました。 

5/3,4 両日の義援金：32,350円。 

フリーマーケットよりの義援金19,860円。 

総額：52,210円。 

たくさんの御協力をいただき有難うございました。 



私たちはスノーボードを通して私たちが行えるチャリティ活動を開始いたしました。 
スノーボードを愛する皆様とご一緒に被災地の方々へ義援金・救援物資をお届けします。 
中部スノーボード協会（＝CSBA）では2011年3月18日に上記を宣言した後 
大変多くの善意が寄せられました。救援物資も多く寄せられています。 
現在までの義援金のご報告です。 
御協力いただきました皆様、大変ありがとうございます。 
CSBAでは、一過性のものでなく、今後のCSBA主催イベントでも継続して 
募金活動を行っていきます。今後ともご協力をお願い致します。 

東北地方太平洋沖地震 チャリティイベントご報告-Vol.5- 
2011年4月25日 

・Hakuba47スノーボードスクールではエコイベントを開催します。 

（クリーン作戦、フリーマーケット等） 
ベースエリアではCSBA震災復興ブースを設置し 

義援金を募ります。たくさんのご参加をお待ちしております。 

2011年5月3日（火）－4日（水） 長野県 Hakuba 47 

＊ お預かり後、直ぐに各受付窓口へ。募集のご報告はホームページに掲載します。 

＊ 中部スノーボード協会では、随時義援金・救援金、救援物資を募集しております。 

 

  【お問い合わせ先】 CSBA 中部スノーボード協会 〒930-1314 富山県富山市三室荒屋180 tel : 076-483-2270  

中部スノーボード協会にてお預かり 

日本赤十字社 

東北関東大震災義援金口座へ 

義援金・救援金 

富山県 厚生課へ 

救援物資 

● 次回のイベント 

義援金ご報告（4月23日現在） 

423,413円 

日付 イベント 開催場所 義援金 

3/27 Jr.ミート第2戦 黒姫高原スノーパーク ¥12,408 

4/2,3 検定会 白馬五竜 ¥55,383 

4/2 試乗会チャリティブース 白馬47 ¥63,545 

4/3 試乗会チャリティブース 白馬47 ¥51,129 

3/12-4/3 白馬47スノーボードスクール   ¥29,065 

4/2,3 第13回ヨンナナカップ   ¥58,000 

4/13,14 年次講習会 アサマ2000 ¥33,513 

4/20 CSBAに寄せられた募金   ¥95,000 

4/23 Jr.ミート第2戦 エントリー費より ¥25,370 



私たちはスノーボードを通して私たちが行えるチャリティ活動を開始いたしました。 
スノーボードを愛する皆様とご一緒に被災地の方々へ義援金・救援物資をお届けします。 

2011年3月18日  中部スノーボード協会（＝CSBA） 

2011年4月2日（土）,3日（日） 白馬47： 「ヨンナナカップ」 種目：PSL/GS 
白馬47スノーボードスクール 

東北地方太平洋沖地震 チャリティイベントご報告-Vol.4- 
2011年4月8日 

＊ お預かり後、直ぐに各受付窓口へ。募集のご報告はホームページに掲載します。 
＊ 中部スノーボード協会では、随時義援金・救援金、救援物資を募集しております。 
 
  【お問い合わせ先】 CSBA 中部スノーボード協会 〒930-1314 富山県富山市三室荒屋180 tel : 076-483-2270  

中部スノーボード協会にてお預かり 
日本赤十字社 

東北関東大震災義援金口座へ 

義援金・救援金 

富山県 厚生課へ 

救援物資 

CSBAでは『白馬47』で開催されました「ヨンナナカップ実行委員会」とタイアップし、参加
費の一部を義援金へ送るという取組を行いました。 
第13回目を迎えた歴史ある「ヨンナナカップ」です。昨年対比でエントリー数は3割減という厳
しい参加者数でしたが大会経費を除き、全額をご寄附をいただきました。 
また、「白馬47スノーボードスクール様」におきましては、3月11日より義援金を募っており
現在までの総額をCSBAに一括して委託されました。 
スノーボーダーの皆さんの思いがこもった義援金です。 

災害直後より設置された白馬
47スノーボードスクールの
義援金の瓶です。 

義援金ご報告（4月8日現在） 

269,530円 

3/27    黒姫高原スノーパーク／ 
       Jr.ミート第2戦                 12,408円 
4/2,3  白馬五竜／検定会            55,383円 
4/2    白馬47／試乗会ブース       63,545円 
4/3     白馬47／試乗会ブース      51,129円 
3/12-4/3 白馬47 スノーボードスクール 
                             29,065円 
4/2,3  「第13回ヨンナナカップ」       58,000円 

・引き続きCSBA行事を通して義援金の
募集を行います。 
4月中旬に一度締切させて頂き、日本赤
十字社へ送金いたします 

白馬47スノーボード
スクール 
金井明伸校長。 
CSBA震災チャリティ
イベント実行委員会と
タイアップ頂きました。 



私たちはスノーボードを通して私たちが行えるチャリティ活動を開始いたしました。 
スノーボードを愛する皆様とご一緒に被災地の方々へ義援金・救援物資をお届けします。 

2011年3月18日  中部スノーボード協会（＝CSBA） 

2011年4月2日（土）,3日（日） 白馬47： CSBA震災復興チャリティブース 
白馬五竜： CSBA主催実技検定会 

東北地方太平洋沖地震 チャリティイベントご報告-Vol.3- 
2011年4月5日 

＊ お預かり後、直ぐに各受付窓口へ。募集のご報告はホームページに掲載します。 
＊ 中部スノーボード協会では、随時義援金・救援金、救援物資を募集しております。 
 
  【お問い合わせ先】 CSBA 中部スノーボード協会 〒930-1314 富山県富山市三室荒屋180 tel : 076-483-2270  

中部スノーボード協会にてお預かり 
日本赤十字社 

東北関東大震災義援金口座へ 

義援金・救援金 

富山県 厚生課へ 

救援物資 

CSBAでは『白馬47』で開催されましたNewモデル試乗会のテントエリアに“震災復興チャリ
ティブース”を出展させていただきました。 
また、同日に『白馬五竜』でCSBA教育部が開催いたしました『実技検定会』におきまして義援
金／救援物資を募りました。 
皆様からたくさんのご賛同をいただき有難うございました。 

被災地の皆様へ向けたたくさんのメッ
セージを頂戴いたしました。 
福島県民が多く避難している（約9000
名）新潟のラジオ局へお届けします。 

義援金ご報告（4月5日現在） 

182,465円 

3/27    黒姫高原スノーパーク／ 
       Jr.ミート第2戦                 12,408円 
4/2,3  白馬五竜／検定会            55,383円 
4/2    白馬47／試乗会ブース       63,545円 
4/3     白馬47／試乗会ブース      51,129円 

・引き続きCSBA行事を通して義援金の募集を行います。4月中旬に
一度締切させて頂き、日本赤十字社へ送金いたします 



私たちはスノーボードを通して私たちが行えるチャリティ活動を開始いたしました。 
スノーボードを愛する皆様とご一緒に被災地の方々へ義援金・救援物資をお届けします。 

2011年3月18日  中部スノーボード協会（＝CSBA） 

2011年4月2日（土）,3日（日） 
白馬フォーティセブン 

Newモデル試乗会 （ヨンナナカップ併催） 
CSBAチャリティテント出展 

東北地方太平洋沖地震 チャリティイベントご報告-Vol.2- 
2011年4月4日 

＊ お預かり後、直ぐに各受付窓口へ。募集のご報告はホームページに掲載します。 
＊ 中部スノーボード協会では、随時義援金・救援金、救援物資を募集しております。 
 
  【お問い合わせ先】 CSBA 中部スノーボード協会 〒930-1314 富山県富山市三室荒屋180 tel : 076-483-2270  

中部スノーボード協会にてお預かり 
日本赤十字社 

東北関東大震災義援金口座へ 

義援金・救援金 

富山県 厚生課へ 

救援物資 

CSBAではNewモデル試乗会のテントエリアに“震災復興
チャリティブース”を出展させていただきました。大変多くの
方にご賛同いただき、義援金／救援物資が集まりました。ス
ノーボーダーのパワーを感じます!! 

両日でヨンナナカップ参加者延べ約
280名／試乗会来場者数 延べ約
500名。皆様から多くのご支援を頂戴
いたしました。 

ヨンナナカップ表彰式の
際に、CSBAの取り組み
についてご紹介させてい
ただきました。 
表彰式後には、たくさん
の皆様からご賛同いただ
きました。 



私たちはスノーボードを通して私たちが行えるチャリティ活動を開始いたしました。 
スノーボードを愛する皆様とご一緒に被災地の方々へ義援金・救援物資をお届けします。 

2011年3月18日  中部スノーボード協会（＝CSBA） 

2011年3月27日(日) 
黒姫高原スノーパーク 第2回Jr.テクニカルミート第2戦 

東北地方太平洋沖地震 チャリティイベントご報告-Vol.1- 
2011年3月29日 

・第13回ヨンナナカップ 『ヨンナナカップ実行委員会』とタイアップ／大会参加費の一部を義援金へ 
・Newモデル試乗会 （ヨンナナカップ併催） CSBAチャリティテント出展／義援金・救援物資募集 

2011年4月2日(土)-3日(日)   長野県 Hakuba 47 

＊ お預かり後、直ぐに各受付窓口へ。募集のご報告はホームページに掲載します。 
＊ 中部スノーボード協会では、随時義援金・救援金、救援物資を募集しております。 
 
  【お問い合わせ先】 CSBA 中部スノーボード協会 〒930-1314 富山県富山市三室荒屋180 tel : 076-483-2270  

中部スノーボード協会にてお預かり 

日本赤十字社 
東北関東大震災義援金口座へ 

義援金・救援金 

富山県 厚生課へ 

救援物資 

今、多くの人たちが被災し、とても悲しんでいます。 
被災地では復興に向けてすべての人たちが力を合わせて頑張っています。 
私たちは一人ではありません。スノーボードを通じて出会った、たくさんの仲間がここにい
ます。この仲間と一緒に、最後まであきらめない強い心で、この大会を頑張り、そしてここ
にいる仲間の元気な気持ちが必ず被災した皆さんに届くと信じています。 
がんばろう日本。を合い言葉に、ここに集い、この大会で滑れることに感謝し、正々堂々と
自分の力を発揮することを誓います。 

平成23年 3月 27日 
選手代表  池田 瑛里奈 

がんばろう日本 を掲げた選手宣誓全文のご紹介 

これからの日本の復興の
柱となるジュニアの選手達
です。 
たくさんの義援金・救援物
資が集まりました。 

● 次回のイベント 

次回もたくさんのご参加をお待ちしております。 



物資集荷状況

名古屋市　江本　孝寿様
匿名　LOVE SNOW ECO 47会場にて

物資発送・義援金送金状況

東北ｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾞ協会2回目(4月7日) 義援金日本赤十字社富山県支部（4月26日）

Jrミート第2戦(3月27日) 五竜実技検定会(4月2日、3日)

　　東北ｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾞ協会1回目(3月31日)

47カップ(4月2日、3日)




