
 

 

 

 

東北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：「つながるクラブ、つながる力、豊かな地域コミュニティの創造」 

 

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。 

また、他スポーツ団体はじめ行政、地域組織・団体、民間企業など多様な主体と連携・ 

協働しながら総合型クラブが公益性の高い「社会的な仕組み」として発展することを目指す。  

     

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：東北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 山形県 山形県教育委員会 寒河江市 寒河江市教育委員会 

          公益財団法人山形県体育協会 

   

協 力：公益財団法人日本障がい者スポーツ協会 

 

日 程：平成 29 年 11 月 4 日（土）13 時～17 時 30 分（受付：12 時 30 分～） 

    平成 29 年 11 月 5 日（日）9 時～12 時（受付：8 時 30 分～） 

 

会 場：「ホテルサンチェリー」・・・・・ＪＲ左沢線 寒河江駅下車 徒歩３分 

    〒991-0031 山形県寒河江市本町 1 丁目 2 番 23 号   TEL：0237－83－5000  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



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（スポーツ）協会等担当者 

行政担当者 

スポーツ推進委員 

スポーツ少年団関係者 

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」 

～知的障がい者の受入に向けて～ 

②フロアディスカッション：「多様な組織・団体との連携・協働の実際」 

～つながるクラブ、広がる取組み～ 

＜２日目＞グループ別ディスカッション：「自立的なクラブ運営を目指して」 

～課題を共有し、未来を切り拓こう～ 

               ―クラブ運営予算規模（目標含）でグループ編成― 

               ①300 万円未満のクラブ ②300～800 万円未満のクラブ ③800 万円以上のクラブ 

 

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 

 

 

 
 

フェアプレイで日本を元気に！ ～あくしゅ、あいさつ、ありがとう～ 

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 



12:00

18:00

休憩・移動

(情報交換会)

事務連絡等
17:30

―　フロアディスカッション　ー　（90分）

[多様な組織・団体との連携・協働の実際]
　・コーディネーター：浅沼実行副委員長
　・事例提供
　　①山形県内クラブネットワークの取組（課題等を含めた事例）
　　　・大学との連携に関する事例　　1件
　　　・行政との連携事例（介護予防）　　　　1件

　　②東北県内のクラブネットワーク事例　　2件（宮城県、福島県）

16:30

休憩・移動
16:45

(公財)日本体育協会からの情報提供
（30分）

11:30

17:15

まとめ・閉会の挨拶　実行委員長
次期開催県挨拶

12:30

受付

13:00

・開会あいさつ　　 山形県総合型ＳＣ連協代表
・主催者あいさつ　①東北ブロッククラブネットワークアクション
              　      　  高橋実行委員長
　　　　　　　　　　 　 ②日体協
・プログラムの趣旨説明
・日程他・諸連絡

13:30
○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との連携』
情報提供/事例発表
　山形県障がい者スポーツ協会  アドバイザー 渡辺 和子 氏
　社会福祉法人山形県社会福祉事業団 事務局長　鈴木 一成 氏

14:45

受付

15:00

【グループ別ディスカッション】（140分）

テーマ：自立的なクラブ運営を目指して
～クラブ運営予算規模（目標含）からグループ編成～

1、300万円以内
   （事例提供：岩手県、山形県）

2、300万円以上～800万円未満
   （事例提供：秋田県、山形県）

3、800万円以上
   （事例提供：青森県、福島県）

11:20

休憩・移動

9:00

東北ブロックラブネットワークアクション2017日程

会場：山形県寒河江市「ホテル　サンチェリー」　

１日目［11月4日（土）］ ２日目［11月5日（日）］

8:30



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：東北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 山形県 山形県教育委員会 寒河江市 寒河江市教育委員会

公益財団法人山形県体育協会
協 力：公益財団法人日本障がい者スポーツ協会

13:00 開会 （受付 12:30開始）

13:30 地域スポーツクラブと障がい者スポーツ団体の連携
～知的障がい者の受入に向けて～

15:00 多様な組織・団体との連携・協働の実際 ～つながるクラブ、広がる取組み～

18:00 情報交換会 【参加料】5,000円 ※当日会場にて徴収します

東北ブロック クラブネットワークアクション2017

開催日

会 場

平成29年11月4日（土）～5日（日）

ホテル サンチェリー 〒991-0031寒河江市本町一丁目2-23
TEL.0237-83-5000 FAX.0237-83-5005

9:00 自立的なクラブ運営を目指して ～課題を共有し、未来を切り拓こう～

11:30 まとめ 閉会行事

・卓球バレー体験会（11/4～5、会場2F ロビーに設置 ）
・ノルディックウォーキング体験会（11/5 早朝6:00、ホテル前集合）

山形県特別企画（予定）

参加料 3,000円（税込）※実施協力金として

（JR寒河江駅 徒歩3分）

スポーツ振興くじ助成事業

全プログラムに参加することにより、（公財）日本体育協会公認スポーツ指導者のための義務研修となります。詳細は開催要項をご覧ください。

●コーディネーター 岩手大学 浅沼 道成 氏

【事例提供／フロアディスカッション】 ※タイトルは仮題

●クラブネットワークと山形大学との連携
【山形県】山形市体育協会スポーツクラブ 大岩 謙介 氏

●クラブネットワークと行政との連携（介護予防）
【山形県】寒河江市総合スポーツクラブ 大沼 康子 氏

●総合型クラブと企業との連携
【宮城県】一般社団法人ボディジャンプ 西間木 由美 氏

●新たなプラットフォームの開拓（パークヨガ）
【福島県】NPO法人生涯学習プロジェクトもとみや 武田 由子氏

[もとみやスポーツネットワーク]

【情報提供／事例発表】
山形県障がい者スポーツ協会 アドバイザー 渡辺 和子 氏
社会福祉法人山形県社会福祉事業団 事務局長 鈴木 一成 氏

＜第2日目＞

【グループ別ディスカッション】 グループ別 事例提供者

●第1グループ
「300万円未満」クラブ

【岩手県】唐丹すぽこんくらぶ クラブマネジャー 佐久間 定樹 氏

【山形県】くしびきスポーツクラブ クラブマネジャー 菅原 とり子 氏

●第2グループ
「300万円～800万円未満」クラブ

【秋田県】NPO法人スポーレおおがた クラブマネジャー 佐野 潤 氏

【山形県】Oh! 蔵 SPORT クラブマネジャー 八鍬 博幸 氏

●第3グループ
「800万円以上」クラブ

【青森県】NPO法人スポネット弘前 理事長 鹿内 葵 氏

【福島県】NPO法人さめがわスポーツクラブ クラブマネジャー 阿久津 光一 氏

クラブ運営予算規模
（目標含む）で

グループ編成します！

若手マネジャー等
（40歳未満）の

テーブル設置します！

＜問合せ先＞
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
〒150-8050 東京都渋谷区神南１-１-１
TEL 03-3481-2278 FAX 03-3481-2284

参加申込
日体協オンラインフォーム（WEB）から
参加申し込みを行う（締切：10/6 ）

宿泊斡旋 対象 東北地区 総合型クラブ関係者／各県クラブ連絡協議会 事務局まで申込（締切：9/22 ）

※ 上記以外の方は、山形県体育協会（TEL 023-625-5750）までお問い合わせください。
なお、特別料金にてご用意出来る部屋数に限りがございますのでお早めにご予約ください。

当日参加
OK！

＜第1日目＞

※山形県特別企画の内容等は調整中です（平成29年9月13日現在）

https://e.japan-sports.or.jp/cms/form/event.php?eid=323



山形県特別企画
（予定）

・卓球バレー体験会（11/4～5、ホテル 2Fロビー）
・ノルディックウォーキング体験会（11/5 早朝6:00、ホテル前集合）

開催日

会 場

平成29年11月4日（土）～5日（日）

ホテル サンチェリー 2Fロビー

参加料 無料

◆卓球バレー体験会

◆卓球バレーについて
卓球台を使用して、６人制バレーボールのルールに準じてプレーするので、この名前が付きました。
卓球台が１台あれば、広い場所を使わなくても、多くの人数でプレーでき、移動ができない人でも
座ったままでできるスポーツです。

◆ノルディックウォーキングについて 2本のポール（ストック）を使って歩行運動を補助し、運動効果をより増強するフィットネスエクサ
サイズの一種です。 もとは、クロスカントリーの選手が、夏の間の体力維持・強化トレーニングとし
て、ストックと靴で積雪のない山野を歩き回ったのがはじまりです。

開催日

集 合

平成29年11月5日（日） 早朝6:00ホテル前集合

参加料 無料

◆ノルディックウォーキング体験会

※ポールのレンタルがありますが、マイポールをお持ちの方はできるだけご持参ください。

ホテル サンチェリー 寒河江市本町一丁目2-23
TEL.0237-83-5000（JR寒河江駅 徒歩3分）

持ち物
タオル、水分補給の飲料、
ウエストバック等（両手にポールが持てるように）

＜山形県特別企画の問合せ先＞
寒河江市総合スポーツクラブ 事務局
〒991-0003 寒河江市大字西根字石川西３６５
寒河江市市民体育館
TEL 0237-86-5113 FAX 0237-86-9876

当日参加
OK！

当日参加
OK！

※平成28年度村山地区総合型地域スポーツクラブ連絡協議会研修会で実施しました。

※写真はイメージです。
実際に歩く場所は寒河江市内を想定しています。

＜体験会運営＞
協力：村山地区総合型地域スポーツクラブ連絡協議会

寒河江市総合スポーツクラブ アスポートさがえ

※当初予定していたカローリング体験会は諸事情により中止とさせていただきました。
楽しみにされていた方には大変申し訳ございません。

道具はこちらで
準備します！

11/4の情報交換会では
各地からのおみやげ等
持ち寄り大歓迎です！

東北ブロッククラブネットワークアクション2017
山形県運営委員会のFacebookページを開設しています。

https://www.facebook.com/NWA2017TOHOKU/

さわやかな朝に早起きして
みんなで歩きましょう！

小雨決行。
雨天時は当日の朝5:30時点で
中止等の判断をいたします。




