
 
 

 

 

 

会場地図・案内 

 

九州ブロッククラブネットワークアクション 2017 開催要項 

 

テーマ：「地域課題の解決・発展に向けた事業企画」  

 

趣 旨：  ブロック内の総合型地域スポーツクラブ関係者（創設準備中団体を含む）が一堂に会し、 

総合型地域スポーツクラブの運営に必要な情報や課題解決に向けた具体的な取り組み事例 

等について情報共有を行い、クラブ育成・支援のためのネットワーク強化と各都道府県総合 

型クラブ連絡協議会間の連携体制をより一層促進する。 

併せて、総合型地域スポーツクラブ育成プラン 2013、自立・自律に向けた取り組みにおい

て、地域の諸課題の解決に資する公益的な事業を積極的に行うことが必要であるという観点

を踏まえ、各クラブの活動エリアにおける地域課題の解決・発展に向けた事業計画ならびに、 

企画づくりの過程や要点について再確認することを目的に開催する。                              

 

主 催：公益財団法人日本体育協会総合型地域スポーツクラブ全国協議会（SC 全国ネットワーク） 

 

主 管：九州ブロッククラブネットワークアクション実行委員会 

 

後 援(予定)：スポーツ庁 沖縄県 公益財団法人沖縄県体育協会 

       

協 力：公益財団法人日本障がい者スポーツ協会 

 

日程・会場：平成 29 年 11 月 11 日（土）13:00～17:00(12:00～受付) 

            11 月 12 日（日） 9:30～12:00(9:00～受付) 

      沖縄県立武道館 2 階 錬成道場 

〒900-0026 沖縄県那覇市奥武山町 52   TEL：098-858-2700 

      最寄り駅：那覇都市モノレール（ゆいレール）「壷川駅」より徒歩 9 分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



参加対象者：都道府県総合型クラブ連絡協議会加入クラブ 

創設支援団体（義務参加） 

自立支援・マネジャー設置支援クラブ（補助 1、2 年目のクラブは義務参加） 

都道府県体育協会等担当者 

行政担当者 

クラブアドバイザー 

その他、総合型地域スポーツクラブに関心のある者で本会が認めた者 

 

内 容：＜１日目＞   

①共通プログラム：地域スポーツクラブと障がい者スポーツ団体の連携 

②オリジナルプログラム：「地域課題の解決・発展に向けた事業企画 第一部」           

       

＜２日目＞ 

①オリジナルプログラム：「地域課題の解決・発展に向けた事業企画 第二部」 

②日本体育協会からの情報提供 

 

ネットワークアクション実施協力金：3,000 円（税込） ※納入方法については、別途案内します。 

 

その他： 

（１）本ネットワークアクション参加に係る旅費について、本会を通じた創設支援団体・自

立支援クラブの出席者は、創設・自立支援事業経費より、経理処理要領・補助対象経

費基準表に基づき支出することができます。 

（２）本ネットワークアクションを本会公認スポーツ指導者の資格更新のための義務研修と

します(全プログラムに参加することを条件とします)。 

ただし、水泳、サッカー、テニス、バドミントン、剣道、空手道、バウンドテニス、 

エアロビック（上級コーチのみ）、チアリーディング（コーチのみ）、スクーバ・ダイ 

ビング、スポーツドクター、スポーツデンティスト、アスレティックトレーナー、 

スポーツ栄養士、プロゴルフ（教師・上級教師）、プロテニス、プロスキーの資格者 

については、別に定められた条件を満たさなければ資格を更新できません。テニスの

指導者は２ポイントの実績になります。（平成 29 年 4 月 1 日現在） 

（３）本ネットワークアクションにおいて撮影された写真は、本会ホームページや各種報告

資料に掲載することがあります。 

（４）不明な点については、下記にお問い合わせください。 

公益財団法人日本体育協会 地域スポーツ推進部 クラブ育成課 

TEL：03-3481-2278   FAX：03-3481-2284 

 

  

フフェェアアププレレイイでで日日本本をを元元気気にに！！  ～～ああくくししゅゅ、、ああいいささつつ、、あありりががととうう～～  

目指せ 100 万人のフェアプレイ宣言！ＷＥＢで好評受付中！  

                   http://www.japan-sports.or.jp/fair/   公益財団法人 日本体育協会 



受付

〇オリジナルプログラム　（90分）

『地域課題の解決・発展に向けた事業企画　第二部』
・個人ワーク(小グループ)

(公財)日本体育協会からの情報提供（30分）

閉会行事
　　・総評(実行副委員長)
　　・次期開催県挨拶(熊本県)
　　・閉会あいさつ（実行委員長）

　　　　　　　　会  場 ： 沖縄県立武道館 2階　錬成道場

9:30

11:00

11:30

○共通プログラム　（75分）
　テーマ：『地域スポーツクラブと障がい者スポーツ団体の連携』
　情報提供/事例発表等

   沖縄県障がい者スポーツ協会　 平安　泰知 氏
   特定非営利活動法人おきなわ自立支援センター　 田中 寛　氏

開会行事
　　・開会あいさつ(実行委員長)
　　・主催者あいさつ(日本体育協会)
　　・プログラムの趣旨説明(実行副委員長)

13:30

16:45

〇オリジナルプログラム　（105分）
　『地域課題の解決・発展に向けた事業企画　第一部』
　　　・趣旨説明
　　　・個人ワーク(小グループ)

受付

12:00

事務連絡等
17:00

14:45

休憩・事務連絡等

12:00

15:00

13:00

九州ブロッククラブネットワークアクション2017日程

1日目 　［11/11（土）］ 2日目 ［11/12（日）］

9:00



 
 

こんな人、クラブに
おすすめします。 
 

１１日（土） 
１２：００受付 

１３：００開会行事 

１３：３０障がい者スポーツ団体との連携 

１５：００地域課題の解決・発展に向けた 

         事業企画 第1部 

１６：４５事務連絡 

１７：００終了 
 

１２日（日） 
０９：００受付 

０９：３０地域課題の解決・発展に向けた 

         事業企画 第2部 

１１：００日本体育協会からの情報提供 

１１：３０閉会行事 

１２：００終了 

 

 

 

 

【日 程】 

 

  

 
 
 

 【主催】 

公益財団法人日本体育協会 

総合型地域スポーツクラブ全国協議会（SC

全国ネットワーク） 

 【主管】 

九州ブロッククラブネットワークアクション実行

委員会 

【協力】 

公益財団法人日本障がい者スポーツ協会 

【後援】 

スポーツ庁 沖縄県 公益財団法人沖縄県

体育協会  

平成29年11月11日(土)・12日(日) 

九州ブロッククラブネットワーク 

アクション2017 ＩＮ沖縄 

クラブがあつかう商品は、クラブ理念の達成や地域課題の解決に向けたプロ 

グラム・サービスです。より良いプログラム・サービスを開発することがクラブの使

命であり、実施しつづけることに未来があります。既存のクラブ事業を自己満 

足に終わらせるのではなく、その事業を必要とする機関や対象を見極め、事 

業をリニューアルさせて多くの者から喜ばれる企画に再編していきましょう。 

テーマ【地域課題の解決・発展に向けた事業企画】 

会 場  沖縄県立武道館 
                 （沖縄県那覇市奥武山町５２） 

         

☑ 現在実施している事業を見直 
    してみたい。 
☑ マンネリ化しているクラブ運営を 
   変えたい。 
☑ やってみたいと思っている事業 
   はあるけど、実現できていない。 

 

 ひとつでもあてはまるあなた、 
 ぜひ参加してください。 
 
   

実施協力金  3,000円 
申込みについては、専用のウェブサイトからお申込みください。 
公益財団法人日本体育協会からの公式案内時に通知されます。
（10月中旬）  

         



 

1 

☑クラブが取組んでいる事業を地域課題の解決・発展につなげるスキルが身につく 

☑企画の実現に向け、手を組むべき相手先を知ることができる 

 
あなたの活動は自己満足で終わっていませんか？ 
普段のクラブ活動は自分たちが「できること」「やりたいこと」を実施してしまいがちですが？本来クラブの事業は理念の達成につな

がるものでなければなりません。また、理念を突き詰めていくと、地域課題の解決・発展に向けたものになっているかとおもいます。 

自己満足で終わっている場合の特徴として「なかなか参加者が集まらない」「行政に理解してもらえない」 

本会議はそのようなクラブにおすすめのプログラムとなっております。 

なぜなら、このプログラムをとおして、下記のスキルを学び、クラブ事業を地域の課題に関連付けることができ、その取組み内容を

必要とする機関や対象から喜ばれる事業を開発していくことで、クラブの事業を拡大させていくことに貢献できるからです。 

 

 

 

 

 

 
メインプログラム 「地域課題の解決・発展に向けた事業企画」 

概要 

本会議のメインプログラムでは「地域課題の解決・発展に向けた事業企画」をテーマとし、2日間をとおして参加者お 1人ずつに

企画書を作成してもらいます。すでに取組んでいる事業やこれから取組もうとしている事業を自己満足ではなく、地域課題に関

連付していくことで地域にとって必要な事業となるよう再構築（リニューアル）していきます。 

宿題です。下記のことを用意、想定して臨んでください。 

• 既存事業や構想している事業をいくつか用意する。 

• 地域の課題だとおもわれることがらや分野を事前に把握する。 

地域課題の把握が困難な方は、クラブが拠点とする街のホームページなどで「総合計画」や「施政方針」などを参考にすると良い

です。 

 

旅費を出してでも「九州ブロッククラブネットワークアクション 2017in沖縄」に参加する価値がある！ 



日 時

2017年 11月 11日（土）
１８：３０～２０：３０

場 所 ネストホテル那覇
（２階 restaurant オリオン）

申込み締切日 2017年11月3日（金）

ネストホテル那覇

参加料 おひとり5,000円

キャンセルについて ※１１月８日（水）１７時以降のキャンセルについては

全額徴収となりますのでご留意ください。

タイムスケジュール

沖縄県那覇市奥武山町５１－２
（公益財団法人沖縄県体育協会内）

※お問い合せは、FAXまたはメールで

お願いします。

ＦＡＸ：098-857-0085

メール： sc.okinet@gmail.com

担当者：ザマミヒロキ

主催・お問い合わせ先
沖縄県総合型地域スポーツクラブ

連絡協議会

九州ブロッククラブネットワークアクション２０１７

１８：００ 受 付

１８：３０ 情報交換会start

クラブCMグランプリ
上映・投票

２０：３０ 閉 会

〒900‐0036

沖縄県那覇市西1‐6‐1

電話 098‐868‐1118

本会議申込み専用ウェブサイトより

お申込みください。
申込み

県内外の参加者の皆さんと楽しく情報交換することを目的
として開催します。そして、「クラブCMグランプリ」を決定‼

アクセス
○県立武道館より徒歩１６分 1.3㎞

○旭橋駅より徒歩３分

駐車場（約５０台）

満車の場合は近隣コインパーキング

をご利用ください（最大８００円）

情報交換会

mailto:sc.okinet@Gmail.com


九州ブロッククラブネットワークアクション 2017 

情報交換会 開催要項 

 

日 時    平成 29 年 11 月 11 日（土）18：30 ～ 20：30 （受付 18：00） 

 

場 所    ネストホテル那覇 2 階 （沖縄県那覇市西 1－6－1） 

（本会議の会場から徒歩 15 分ほど 距離 1.3 ㎞） 

 

参 加 費    お一人 5,000 円 

参加費は 11 月 11 日（土）本会議の受付時にお支払していただきま

す。（領収書も用意しております） 

 

お申込み方法    本会議参加申し込みと合わせて専用のウェブサイトからお申込みく

ださい。 

 

申込み〆切り    平成 29 年 11 月 3 日（金）17：00 まで 

 

キャンセル    平成 29 年 11 月 8 日（水）17：00 以降のキャンセルについては参加

費を全額徴収させていただくこととなりますのでご留意ください。 

なお、キャンセルや情報交換会に関するお問い合わせは下記、主催者

までご連絡ください。 

 

主催者・お問い合わせ先 

  
沖縄県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会 

（公益財団法人沖縄県体育協会内） 

住 所：沖縄県那覇市奥武山町 51-2 

担当者：ザマミヒロキ 

お問い合わせは FAX またはメールでお願いします

F A X：（098）857-0085 

メール：sc.okinet@gmail.com 

mailto:sc.okinet@gmail.com


情報交換会 

会場案内 

会場 ネストホテル那覇 2 階  住所：沖縄県那覇市西 1－6－1 

 

ルート 

案内① 本会議会場（沖縄県立武道館）から 331 号線に出て、明治橋

を渡り、モノレール駅の（旭橋駅）方向に直進します。 

 

案内② 旭橋交差点を左折後、300 メートルほど直進すると右側に会

場があります。 

 

 

案内② 

旭橋交差点 

案内① 

明治橋 




