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民間社会福祉事業職員互助会・福利厚生センター共催 

「会員交流・余暇充実事業（オンラインウォーキングイベント 2022）」の実施について（ご案内） 

 

時下、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

本会事業の運営につきましては、平素からご協力を賜り深謝申し上げます。 

さて、この度、民間社会福祉事業職員互助会及び福利厚生センターの会員を対象として、

標記「オンラインウォーキングイベント」を別添の開催要項のとおり実施することといたし

ました。コロナ禍であっても、スポーツを通じて会員相互の協力により親睦を深め、体力づ

くりに寄与とする企画となっております。 

つきましては、貴施設・団体所属の各会員にご周知くださいますようお願い申し上げます。 

 

記 

 

１．申込期間     本通知が届いた日～令和４年１０月２０日（木）まで 

２． 申込方法     別紙参加申込書に必要事項をご記入の上、FAXでお申込みください。 

           ※WEBからの申込も可能です。Googleフォームにアクセスしていた

だき、必要事項をご入力の上、チーム毎にお申込みください。 

           ※参加希望チームが多数の場合、抽選にて出場チームを決定する場

合があります。参加決定通知は、10 月 28 日（金）までに連絡いたします。 

３．競技実施期間     令和４年１１月１６日（水）～令和４年１１月３０日（水） 

４．参加対象     民間社会福祉事業職員互助会及び福利厚生センターの会員 

           （1チームにつき 2～5名）※定員は 500名 

５．参 加 費     無料 

６．申 込 先    ㈱SSKエンタープライズ 

     〒542－8585 大阪市中央区上本町西 1-2-19  

       TEL  06-6768-1062 ／ FAX  06-6764-0659 

７．主 催    兵庫県社会福祉協議会 福祉事業部 

           〒651-0062 神戸市中央区坂口通 2-1-1 

     TEL  078-242-4635 ／ FAX  078-251-5678 



 
 

 

 

 

 

 

 

【ルール】 

 １チーム ２名～５名 

 ２週間の期間でチームメンバー全員の平均歩数を基に順位を決定します。 

 個人の平均を合算し、グループ人数で平均した値がランキング対象となります。 

 スマートフォンのアプリ（aruku＆forオフィス）上にカウントされる歩数が対象となります。 

※アプリを開かないとランキングに歩数が反映されないので最低でも一日一回は確認をお願いします。 

 

【実施スケジュール】※太枠部分が会員の皆様に行っていただく部分になります。 

10月3日（月） 

 

 

◆開会式（説明会） 

ウォーキングイベントの実施方法や景品についてご紹介いたします。 

開会式（説明会）はZoomにて実施いたします。 

～10月20日（木）まで 

※必着 

◆参加申込 

いずれかの方法により10月20日（木）までにお申込み下さい。 

※参加希望チームが多数の場合は抽選にて出場チームを決定する 

場合があります。 

①FAX申込 

 チーム毎に申込書に必要事項をご記入の上、FAXでお送り下さい。 

 FAX番号：06-6764-0659 

②WEB申込 

 Googleフォームにアクセスいただき、必要事項をご記入の上、チーム毎に 

お申込み下さい。 

～10月28日（金）まで 

 

 

◆参加決定通知 

参加決定したチームに対して、決定通知をお送りいたします。 

イベント参加に向けた専用アプリの登録方法はその際にご案内いたします。 

11月1日（火）～ 

11月9日（水） 

◆専用アプリの登録 

参加決定通知でご案内した内容に基づき、各自でスマートフォンにアプリを 

ダウンロードいただき登録をお願いいたします。 

【実施期間】 

11月16日（水） 

～11月30日（水） 

◆ウォーキングイベント期間 

チーム対抗で歩数を競っていただきます。 

順位はリアルタイムで確認可能！ 

12月頃（予定） 閉会式（結果発表・表彰式）※詳細は後日ご案内いたします。 

 

 

民間社会福祉事業職員互助会•福利厚生センター共催【開催要項】 

「オンラインウォーキングイベント」とは…？？ 
ウォーキングアプリ「aruku&（あるくと）for オフィス」を使って２週間(1１月 1６日～３０日まで)のチーム

の平均歩数を競うウォーキングイベントとなります。無料で参加が可能です！ 

部署対抗や職場の仲間と協力しながら競い合い、会員同士の交流をお楽しみください！ 



【参加対象】  

・民間社会福祉事業職員互助会 会員 ・ 福利厚生センター（ソウェルクラブ）会員 

※定員500名といたします。 

 

【参加費】 無料 

 

【ダウンロード方法】※詳細は参加決定連絡の際にご案内いたします。 

ご自身のスマートフォンでウォーキングアプリ「aruku＆」をダウンロードしてください 

※App store及びGoogle Playよりダウンロードできます。 

※参加決定の際に事務局より団体参加方法説明書及び専用ＱＲコードを代表者へご案内します。 

①会員登録 

ＱＲコードを読み取り、アプリをダウンロードしてください 

参加されるメンバーご自身のニックネーム、プロフィールを登録します 

②団体コード 

団体専用機能の設定画面で【団体に参加】を押す 

団体コードが記載された状態で団体連携に伴う情報提供について確認し内容に同意して下さい 

項目に沿って必要情報を入力し申請を行ってください 

最後にご自身のグループ（チーム名）を押すと団体登録完了となります。 

 

【主 催】 兵庫県社会福祉協議会 
 

【大 会 規 約】 ※参加者は本規約に同意の上、申込フォームによりお申込み下さい。 

①当イベント開催期間内において発生した事故や怪我・病気などの責任は一切負いません。あらかじめご了承ください 

必要な場合は、その個人あるいはチームの責任において保険への加入を行ってください 

②本大会はコミュニケーションを図るとともに健康に関心を持って頂くイベントです 

体調不良を感じたら無理をせずチームでカバーしながら参加してください 

③大会期間中の映像、写真、記事、記録等のテレビ・新聞・雑誌・インターネット・ＳＮＳ等への掲載権は主催者に

属します。※主催者が認めた二次使用も含みます 

④お申込みいただきました参加者の個人情報は主催者にて適切に管理し、お申込み内容の確認、連絡、資料や

次回大会等のサービス案内のためにのみ利用させていただきます 

⑤参加者が反社会的勢力の場合は、参加をお断りさせていただきます 

 

【表彰内容】 

 優勝チーム、準優勝チーム、第3位チーム、その他 多数の賞もご用意しています。 

 

【お申込み・問い合わせ先】 

□大会本部 

兵庫県社会福祉協議会•福祉事業部 

 神戸市中央区坂口通２－１－１ 兵庫県福祉センター内 

ＴＥＬ０７８－２４２－４６３５ • ＦＡＸ０７８－２５１―５６７８ 

□大会運営事務局 

㈱ＳＳＫエンタープライズ ウエルネス推販部 

大阪市中央区上本町西１－２－１９  

ＴＥＬ０６－６７６８－１０６２ • ＦＡＸ０６－６７６４－０６５９ 



オンラインウォーキングイベント
参加申込書

申込期限 令和４年10月20日《必着》

FAX： 06-6764-0659

互助会・

福利厚生センター

施設・団体名

ご住所

ＴＥＬ FAX

代表者氏名

チーム人数 ５名まで

①

②

③

④

⑤

受付期限は令和4年10月20日（木）必着です。

※参加希望チームが多数の場合は抽選にてチームを決定する場合があります。

参加決定発表は、10月28日（金）までにご連絡いたします。

チーム名 施設・団体番号

メールアドレス

〒　　　　-

ふりがな

       参加者氏名          ふりがな

●申込み期限

民間社会福祉事業職員互助会・福利厚生センター共催



Let’s Walking

申込期間： 10月20日（木）
詳しくは裏面をご参照ください

ご自身のスマートフォンでウォーキングアプリ「aruku＆」をダウンロード！
職場の仲間と２週間歩いて歩数を競うコミュニケーションイベントです！
大会期間２週間のチームメンバー全員の平均歩数で順位を決定します。
※個人平均を合算し、グループ人数で平均した値がランキング対象です。

1チーム２～５名チーム編成

2week開催

11月16日（水）
～11月30日（水）
開会式 10月３日（月）
14:30～15:00（オンライン開催）

オンラインウォーキングイベント

aruku＆の使い方は
こちらのQRコードから確認してね！

民間社会福祉事業職員互助会・福利厚生センター共催

優勝チーム、準優勝チーム、第３位チーム、
その他 多数賞品ご用意しております。

表 彰 内 容



お問合せ先 株式会社ＳＳＫエンタープライズ ウェルネス推販部
〒542-8585 大阪市中央区上本町西1丁目２番19号

ＴＥＬ:06-6768-1062 FAX：06-6764-0659
※月～金（土・日・祝日を除く） 9:00～1７:30

今後のスケジュール ※太枠が会員の皆様に行っていただく部分です。

10月３日（月） ◆開会式（説明会）
ウォーキングイベントの実施方法や景品についてご紹介いたします。

開会式（説明会）はZoomにて実施いたします。

～10月28日（金） ◆参加決定通知

参加決定したチームに対して、決定通知をお送りいたします。

イベント参加に向けた専用アプリの登録方法はその際にご案内
いたします。

12月頃(予定） ◆閉会式（結果発表・表彰式）
※詳細は後日ご案内いたします。

●民間社会福祉事業職員互助会及び福利厚生センター会員
無料
優勝チーム、準優勝チーム、第3位チーム
その他 多数の賞もご用意しています。

～10月20日（木） ◆参加申込

※必着 いずれかの方法により10月20日（木）までにお申込み下さい。

※参加希望チームが多数の場合は抽選にて出場チームを決定する
場合があります。

①FAX申込（FAX番号：06-6764-0659）
チーム毎に申込書に必要事項をご記入の上、FAXでお送り下さい。
②WEB申込
Googleフォームにアクセスいただき、必要事項をご記入の上、
チーム毎にお申込み下さい。

11月1日（火） ◆専用アプリの登録

～11月9日（水） 参加決定通知でご案内した内容に基づき、各自でスマートフォン

にアプリをダウンロードいただき登録をお願いいたします。

【実施期間】 ◆ウォーキングイベント期間
11月16日（水） チーム対抗で歩数を競っていただきます。

～11月30日（水） 順位はリアルタイムで確認可能！

参加対象

参加費

表彰


