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フェンシングのまち沼津の活動拠点として、新たに駅前に誕生する「沼津フェンシング交流拠

点施設 “Ｆ３ＢＡＳＥ”」 のオープニングセレモニーをフェンシングのまち沼津推進協議会（会

長 杉澤教人）及び沼津市が主催して、取組関係者を招き実施いたします。 

 

 

１．内 容 
・ 主 催：フェンシングのまち沼津推進協議会、沼津市 

・ 場 所：Ｆ３ＢＡＳＥ（沼津市大手町 1-1-5 BiVi沼津３階） 

・ 日 時：令和３年６月１日（火）13時 30分～14時 30分（主催者及び来賓） 

※ 新型コロナウイルス感染拡大防止対策のため、人数制限を設けてオープニングセレモニーを

開催いたします。セレモニーに参加することができない関係団体及び関係者については、個

別に内覧等の機会を設けて対応いたします。 

 

 

２．次 第 
（１） オープニングアクト 

（２） 開会 

（３） プロモーションビデオ上映 

（４） 施設概要説明 

（５） 主催者あいさつ 

（６） 来賓紹介 

（７） 来賓代表祝辞 

（８） テープカット 

（９） 閉会 

  

 

 

 

３．オープニングアクトについて 
令和３年４月に、沼津市役所の組織改正を行い、新たに誕生した産業振興部ウィズスポーツ課につい

て、新しい課のコンセプトや、今後の沼津市のスポーツ施策について、賴重市長がオープニングアクト

にて説明いたします。 

 

４．主催者及び来賓について 
別紙名簿参照してください。 

 

５．その他 
・ 取材を希望される場合は、上記担当宛に、５月28日（金）までに次の事項をメールでお知らせ

ください。当日は、受付にて検温・健康観察にご協力をお願いします。 

 

① 会社名、②担当者氏名、③連絡先、④取材人数、⑤記事掲載及び放映予定 

沼津市定例記者会見発表  ３                                 令和３年５月 26 日  

Ｆ３ＢＡＳＥオープニングセレモニーを開催します



NO 所属 役職 氏名 備考

1 沼津市 市長 賴重秀一 まち協議会　顧問

2 沼津市 副市長 髙峯聡一郎

3 沼津市 副市長 硎谷明正

4 沼津市 教育長 奥村　篤

5 沼津市 産業振興部長 湯川真由美

6 株式会社大志建設 代表取締役 杉澤教人 まち協議会　会長

7 特定非営利活動法人沼津市体育協会 副理事長 高嶋眞樹 まち協議会　副会長

8 木村昌宏税理士・社労士事務所 木村昌宏 まち協議会　理事

9 株式会社tasuki 代表取締役 杉浦希未子 まち協議会　理事

10 静岡県フェンシング協会 副会長 田村儀昭 まち協議会　理事

11 雄大株式会社 代表取締役会長 土屋雄二郎 まち協議会　監査

12 株式会社イワサキ経営 代表取締役社長 吉川正明 まち協議会　監査

13 沼津フェンシング協会 理事 飯島淳一 まち協議会　会員

14 有限会社井草呉服店 代表取締役 井草雅彦 まち協議会　会員

15 有限会社小林金属製版所 代表取締役 稲村大樹 まち協議会　会員

16 ラウンジ貴乃妃 加藤利佳 まち協議会　会員

17 株式会社セーフティZ 代表取締役 後藤知彦 まち協議会　会員

18 丸二産業倉庫株式会社 代表取締役 清水英一郎 まち協議会　会員

19 株式会社東海バス 沼津バス協会 会長 清水　修 まち協議会　会員

20 東邦印刷包装株式会社 代表取締役社長 鈴木一範 まち協議会　会員

21 静岡県タクシー協会沼津・三島支部 沼津・三島支部長 鈴木智善 まち協議会　会員

22 有限会社エス. 代表取締役 曽根原容子 まち協議会　会員

23 特定非営利活動法人沼津観光協会 会長 髙野貴好 まち協議会　会員

24 沼津商工会議所 地域振興課長 髙田雅人 まち協議会　会員

25 株式会社山田自動車 代表取締役社長 山田のりこ まち協議会　会員

26 株式会社太洋社 専務取締役 山本真太郎 まち協議会　会員

27 株式会社東部不動産開発 代表取締役 山本益弘 まち協議会　会員

28 第一生命保険株式会社 沼津支社長 横溝有美子 まち協議会　会員

29 ダイドードリンコ株式会社 支店長 石原正一 まち協議会　会員

30 沼津信用金庫 理事長 紅野正裕 まち協議会　会員

31 明治安田生命保険相互会社 沼津支社長 今田孝司 まち協議会　会員

32 ネッツトヨタ静岡株式会社 代表取締役社長 梨本幸博 まち協議会　会員

Ｆ３ＢＡＳＥオープニングセレモニー主催者参加者名簿（予定）



NO 所属 役職 氏名 備考

1 公益社団法人日本フェンシング協会 会長 太田雄貴

2 公益社団法人日本フェンシング協会 専務理事 宮脇信介

3 沼津商工会議所 会頭 紅野正裕

4 特定非営利活動法人沼津市体育協会 会長 臼井勇二

5 沼津北ロータリークラブ 会長 横山貞治

6 沼津西ロータリクラブ 会長 植松　正

7 沼津商工会議所青年部 会長 山田貴志

8 一般社団法人沼津青年会議所 理事長 鈴木宏和

9 沼津市議会 議長 植松恭一

10 沼津市議会 副議長 加藤明子

11 沼津市議会 フェンシングを応援する市議会議員の会会長 浅原和美

12 沼津市議会 文教産業委員長 深田　昇

13 沼津市議会 文教産業副委員長 市川道隆

14 静岡県フェンシング協会 会長 勝呂　衛

15 静岡県フェンシング協会 副会長 斎藤雅子

16 静岡県フェンシング協会 理事長 髙田康修 スケルマ高田塾

17 静岡県フェンシング協会 常任理事 田村義朗 タムラ道場

18 静岡県フェンシング協会 常任理事 原川　均 高体連委員長

19 株式会社Ｍ'sＰＬＡＮＮＩＮＧ 代表取締役 栗田昭彦 BDPフェンシングクラブ

20 特定非営利活動法人沼津新鮮組 理事長 尾藤正弘 BDPフェンシングクラブ

21 一般社団法人CROSS SPORTS JAPAN 理事長 長良　円 アスルクラロフェンシングアカデミー

22 大和リース株式会社 静岡支店長 田邊範幸 施設管理者

23 アスルクラロスルガ株式会社 代表取締役社長 渡邉隆司 アスルクラロフェンシングアカデミー

24 一般社団法人アスルクラロスポーツクラブ 代表理事 渡邉　健 アスルクラロフェンシングアカデミー

Ｆ３ＢＡＳＥグランドオープニングセレモニー来賓名簿（予定）


