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≪覚書締結式

◆日時・場所

 令和３年５月２６日（水）１５時から

◆覚書締結先

 株式会社デンソー湖西製作所

◆連携協定

 (1) 卓球の競技力向上及び

 (2) 湖西市の認知度向上に関すること。

 (3) デンソーポラリスの情報発信に関すること。

 (4) デンソーポラリスが開催する事業に関すること。

 (5) デンソーポラリスが開催する試合会場等の確保に関すること。

 (6) その他スポーツ振興及び地域活性化に関すること。

◆締結後の取り組み

  湖西市及びデンソーポラリスが相互に連携し、双方の資源を有効に活用した協働による活

動を推進することにより、卓球によるスポーツ振興及び競技者人口の拡大や地域活性化につ

ながる効果が見込まれる。

 
（例） ・湖西卓球教室、中学校訪問指導、卓球クラブ訪問指導

 ・「湖西市＝デンソーポラリスのホームタウン」を市内外で積極

 ・デンソーポラリスが「湖西市」ロゴ入りユニフォーム、ジャージを

制作・着用

・ホームゲームをイベント化。地域一体でスポーツを楽しめる場づくり

・デンソーポラリスが市内イベントへ参画し、会場を盛り上げる

≪湖西市ふるさと大使

◆日時・場所

 覚書締結式終了後

◆湖西市ふるさと大使とは

  湖西市の魅力や地域資源などを国内外に向け広く発

向上を図るため、

している

※大使の任期は１年間

≪メディアの方へ≫

� 取材をお願いします。

☐ 事前告知をお願いします。

☐ 情報提供をします。

湖西市

タウンパートナーシップに関する覚書

市の認知度向上等について、連携して取り組むこととなりました。

 令和３

また、

2022 

デンソー女子卓球部との

関する覚書の締結

覚書締結式について≫

◆日時・場所 

令和３年５月２６日（水）１５時から

締結先 

株式会社デンソー湖西製作所

連携協定事項 

卓球の競技力向上及び

湖西市の認知度向上に関すること。

デンソーポラリスの情報発信に関すること。

デンソーポラリスが開催する事業に関すること。

デンソーポラリスが開催する試合会場等の確保に関すること。

その他スポーツ振興及び地域活性化に関すること。

締結後の取り組み 

湖西市及びデンソーポラリスが相互に連携し、双方の資源を有効に活用した協働による活

動を推進することにより、卓球によるスポーツ振興及び競技者人口の拡大や地域活性化につ

ながる効果が見込まれる。

・湖西卓球教室、中学校訪問指導、卓球クラブ訪問指導

・「湖西市＝デンソーポラリスのホームタウン」を市内外で積極

・デンソーポラリスが「湖西市」ロゴ入りユニフォーム、ジャージを

制作・着用 

・ホームゲームをイベント化。地域一体でスポーツを楽しめる場づくり

・デンソーポラリスが市内イベントへ参画し、会場を盛り上げる

≪湖西市ふるさと大使

日時・場所 

締結式終了後 

◆湖西市ふるさと大使とは

湖西市の魅力や地域資源などを国内外に向け広く発

向上を図るため、平成

している。 

※大使の任期は１年間

≪メディアの方へ≫     

取材をお願いします。

事前告知をお願いします。

情報提供をします。

湖西市

湖西市とデンソー女子卓球部（以下「デンソーポラリス」という。）

タウンパートナーシップに関する覚書

市の認知度向上等について、連携して取り組むこととなりました。

令和３年５月２６日（水）の１５

また、覚書締結式終了後、

報道発表

デンソー女子卓球部との

の締結及び湖西市ふるさと大使の委嘱

について≫ 

令和３年５月２６日（水）１５時から

株式会社デンソー湖西製作所

卓球の競技力向上及び普及促進に関すること。

湖西市の認知度向上に関すること。

デンソーポラリスの情報発信に関すること。

デンソーポラリスが開催する事業に関すること。

デンソーポラリスが開催する試合会場等の確保に関すること。

その他スポーツ振興及び地域活性化に関すること。

 

湖西市及びデンソーポラリスが相互に連携し、双方の資源を有効に活用した協働による活

動を推進することにより、卓球によるスポーツ振興及び競技者人口の拡大や地域活性化につ

ながる効果が見込まれる。 

・湖西卓球教室、中学校訪問指導、卓球クラブ訪問指導

・「湖西市＝デンソーポラリスのホームタウン」を市内外で積極

・デンソーポラリスが「湖西市」ロゴ入りユニフォーム、ジャージを

・ホームゲームをイベント化。地域一体でスポーツを楽しめる場づくり

・デンソーポラリスが市内イベントへ参画し、会場を盛り上げる

≪湖西市ふるさと大使委嘱式について≫

 市長公室にて

◆湖西市ふるさと大使とは 

湖西市の魅力や地域資源などを国内外に向け広く発

平成 30 年度に創設。

※大使の任期は１年間（退任の意思表示がない限り更新）

     

取材をお願いします。   

事前告知をお願いします。 

情報提供をします。    

湖西市 

デンソー女子卓球部（以下「デンソーポラリス」という。）

タウンパートナーシップに関する覚書

市の認知度向上等について、連携して取り組むこととなりました。

月２６日（水）の１５

式終了後、「湖西市ふるさと大使」

報道発表 資料 3 

デンソー女子卓球部とのホームタウンパートナーシップに

及び湖西市ふるさと大使の委嘱

令和３年５月２６日（水）１５時から 

株式会社デンソー湖西製作所（湖西市梅田３９０番地

普及促進に関すること。

湖西市の認知度向上に関すること。

デンソーポラリスの情報発信に関すること。

デンソーポラリスが開催する事業に関すること。

デンソーポラリスが開催する試合会場等の確保に関すること。

その他スポーツ振興及び地域活性化に関すること。

湖西市及びデンソーポラリスが相互に連携し、双方の資源を有効に活用した協働による活

動を推進することにより、卓球によるスポーツ振興及び競技者人口の拡大や地域活性化につ

・湖西卓球教室、中学校訪問指導、卓球クラブ訪問指導

・「湖西市＝デンソーポラリスのホームタウン」を市内外で積極

・デンソーポラリスが「湖西市」ロゴ入りユニフォーム、ジャージを

・ホームゲームをイベント化。地域一体でスポーツを楽しめる場づくり

・デンソーポラリスが市内イベントへ参画し、会場を盛り上げる

について≫ 

市長公室にて 

湖西市の魅力や地域資源などを国内外に向け広く発

年度に創設。

（退任の意思表示がない限り更新）

     ≪発表種別≫

 � 記者会見発表資料

 ☐ 記者会見情報提供資料

 ☐ 随時 

デンソー女子卓球部（以下「デンソーポラリス」という。）

タウンパートナーシップに関する覚書」を締結し、

市の認知度向上等について、連携して取り組むこととなりました。

月２６日（水）の１５時から、市役所市長公室にて

「湖西市ふるさと大使」

 

ホームタウンパートナーシップに

及び湖西市ふるさと大使の委嘱

 市長公室にて

湖西市梅田３９０番地

普及促進に関すること。

湖西市の認知度向上に関すること。 

デンソーポラリスの情報発信に関すること。

デンソーポラリスが開催する事業に関すること。

デンソーポラリスが開催する試合会場等の確保に関すること。

その他スポーツ振興及び地域活性化に関すること。

湖西市及びデンソーポラリスが相互に連携し、双方の資源を有効に活用した協働による活

動を推進することにより、卓球によるスポーツ振興及び競技者人口の拡大や地域活性化につ

・湖西卓球教室、中学校訪問指導、卓球クラブ訪問指導

・「湖西市＝デンソーポラリスのホームタウン」を市内外で積極

・デンソーポラリスが「湖西市」ロゴ入りユニフォーム、ジャージを

・ホームゲームをイベント化。地域一体でスポーツを楽しめる場づくり

・デンソーポラリスが市内イベントへ参画し、会場を盛り上げる

 

湖西市の魅力や地域資源などを国内外に向け広く発

年度に創設。10 名と１組に委嘱

（退任の意思表示がない限り更新）

≪発表種別≫ 

記者会見発表資料

記者会見情報提供資料

 

デンソー女子卓球部（以下「デンソーポラリス」という。）

タウンパートナーシップに関する覚書」を締結し、

市の認知度向上等について、連携して取り組むこととなりました。

時から、市役所市長公室にて

「湖西市ふるさと大使」

ホームタウンパートナーシップに

及び湖西市ふるさと大使の委嘱

市長公室にて 

湖西市梅田３９０番地） 

普及促進に関すること。 

デンソーポラリスの情報発信に関すること。 

デンソーポラリスが開催する事業に関すること。 

デンソーポラリスが開催する試合会場等の確保に関すること。

その他スポーツ振興及び地域活性化に関すること。 

湖西市及びデンソーポラリスが相互に連携し、双方の資源を有効に活用した協働による活

動を推進することにより、卓球によるスポーツ振興及び競技者人口の拡大や地域活性化につ

・湖西卓球教室、中学校訪問指導、卓球クラブ訪問指導 

・「湖西市＝デンソーポラリスのホームタウン」を市内外で積極 PR

・デンソーポラリスが「湖西市」ロゴ入りユニフォーム、ジャージを

・ホームゲームをイベント化。地域一体でスポーツを楽しめる場づくり

・デンソーポラリスが市内イベントへ参画し、会場を盛り上げる 

湖西市の魅力や地域資源などを国内外に向け広く発信し、市の知名度を高め、イメージの

名と１組に委嘱

（退任の意思表示がない限り更新） 

記者会見発表資料 

記者会見情報提供資料 

≪問い合わせ先≫

所属名

連絡先

担当者

デンソー女子卓球部（以下「デンソーポラリス」という。）

」を締結し、卓球の競技力向上及び普及促進、湖西

市の認知度向上等について、連携して取り組むこととなりました。

時から、市役所市長公室にて

「湖西市ふるさと大使」に委嘱

ホームタウンパートナーシップに

及び湖西市ふるさと大使の委嘱

デンソーポラリスが開催する試合会場等の確保に関すること。 

湖西市及びデンソーポラリスが相互に連携し、双方の資源を有効に活用した協働による活

動を推進することにより、卓球によるスポーツ振興及び競技者人口の拡大や地域活性化につ

PR 

・デンソーポラリスが「湖西市」ロゴ入りユニフォーム、ジャージを 

・ホームゲームをイベント化。地域一体でスポーツを楽しめる場づくり 

 など 

信し、市の知名度を高め、イメージの

名と１組に委嘱

≪問い合わせ先≫

所属名 スポーツ・生涯学習課

連絡先  053

担当者 竹中

デンソー女子卓球部（以下「デンソーポラリス」という。）

卓球の競技力向上及び普及促進、湖西

市の認知度向上等について、連携して取り組むこととなりました。 

時から、市役所市長公室にて締結

委嘱します。

令和３

 

写真：2020/10/1

≪問い合わせ先≫

【連携協定】

所属名 

連絡先  

担当者 

【ふるさと大使】

所属名 

連絡先 

担当者 

ホームタウンパートナーシップに

及び湖西市ふるさと大使の委嘱について

 

湖西市及びデンソーポラリスが相互に連携し、双方の資源を有効に活用した協働による活

動を推進することにより、卓球によるスポーツ振興及び競技者人口の拡大や地域活性化につ

信し、市の知名度を高め、イメージの

≪問い合わせ先≫ 

スポーツ・生涯学習課

053-576-

竹中 

デンソー女子卓球部（以下「デンソーポラリス」という。）との間に「

卓球の競技力向上及び普及促進、湖西

 

締結式を行います。

。 

３年５月２５

2020/10/1 デンソーポラリス学校訪問

× 

≪問い合わせ先≫ 

【連携協定】 

 スポーツ・生涯学習

  053-576

 竹中 

【ふるさと大使】 

 秘書広報課

 053-576

 杉本・横島

ホームタウンパートナーシップに 

について 

湖西市及びデンソーポラリスが相互に連携し、双方の資源を有効に活用した協働による活

動を推進することにより、卓球によるスポーツ振興及び競技者人口の拡大や地域活性化につ

信し、市の知名度を高め、イメージの

スポーツ・生涯学習課

-8560 

との間に「ホーム

卓球の競技力向上及び普及促進、湖西

式を行います。 

２５日発表 

デンソーポラリス学校訪問

 

湖西市

 

 

スポーツ・生涯学習課

576-8560 

 

秘書広報課 

576-4541 

杉本・横島 

以上

 

湖西市及びデンソーポラリスが相互に連携し、双方の資源を有効に活用した協働による活

動を推進することにより、卓球によるスポーツ振興及び競技者人口の拡大や地域活性化につ

信し、市の知名度を高め、イメージの

スポーツ・生涯学習課 

ホーム

卓球の競技力向上及び普及促進、湖西

 

デンソーポラリス学校訪問 

湖西市 

課 

 

 

以上 


