
令和４年度全国スポーツ少年団リーダー連絡会 開催概要 

期日 令和 4 年 6 月 11 日(土) 

会場 オンライン 

参加者 42 都道府県 88 名 

6 月 11 日（土） 

13:00~13:20 開会式・オリエンテーション 

13:20~14:20 ブロック別リーダー研究大会報告 

14:20~14:30 休憩 

14:30~14:50 

情報提供・講義 

「日本スポーツ少年団指導者・リーダー規程改定後（令和 5 年度以降）の 

ジュニア・リーダースクールについて」 

講師：佐藤 充宏 氏（リーダー制度改定ワーキンググループ班長） 

14:50~16:00 

ディスカッション（小グループ） 

新規程のもとでのジュニア・リーダースクールのプログラムを各班で考え、まとめる。 

講師：辻川 比呂斗 氏（リーダー制度改定ワーキンググループ班員） 

行實 鉄平 氏（リーダー制度改定ワーキンググループ班員） 

16:00~16:05 休憩 

16:05~16:55 

ディスカッション（中グループ） 

各班で考えたプログラムを複数班で共有し、様々なアイデアを理解する。 

講師：辻川 比呂斗 氏（リーダー制度改定ワーキンググループ班員） 

行實 鉄平 氏（リーダー制度改定ワーキンググループ班員） 

16:55~17:00 休憩 

17:00~17:15 総括・閉会式 

17:15~18:00 ブロック別連絡会 

※任意でジュニアスポーツフォーラム（6/12（日））へ参加 

  



令和３年度全国スポーツ少年団リーダー連絡会 開催概要 

期日 令和 3 年 6 月 12 日（土）～13 日（日） 

会場 オンライン 

参加者 40 道府県 69 名 

＜1 日目＞6 月 12 日（土） 

12:30~12:50 開会式・オリエンテーション 

12:50~13:10 

情報提供 

「日本スポーツ少年団指導者・リーダー規程のリーダーに関する条項の改定について」 

講師：佐藤 充宏 氏（リーダー制度改定ワーキンググループ班長） 

13:10~14:00 

講義 

「スポーツイベント再開に向けた感染拡大予防ガイドラインの紹介（JSPO 事務局より）」 

「新しい生活様式のもとでのスポーツ活動およびスポーツ少年団リーダー活動」 

講師：佐藤 充宏 氏（リーダー制度改定ワーキンググループ班長） 

14:00~15:10 

ディスカッション 

「新しい生活様式のもとでのスポーツ少年団リーダー活動について考える」 

講師：辻川 比呂斗 氏（リーダー養成ワーキンググループ班員） 

行實 鉄平 氏（リーダー制度改定ワーキンググループ班員） 

15:10~17:00 

全体会（ディスカッション課題の発表） 

講師：佐藤 充宏 氏（リーダー制度改定ワーキンググループ班長） 

辻川 比呂斗 氏（リーダー養成ワーキンググループ班員） 

行實 鉄平 氏（リーダー制度改定ワーキンググループ班員） 

17:10~17:30 閉会式 

17:30~18:00 ブロック別連絡会 

＜2 日目＞6 月 13 日（日） 

※ジュニアスポーツフォーラム（オンライン）に参加 

10:00~10:30 開会式 

10:30~11:30 

特別講演 

「ジュニア期における暴言、暴力、その他のハラスメントが子供に及ぼす影響、その危険性について」 

演者：南部 さおり 氏（日本体育大学） 

13:00~15:00 

分科会 

A：スポーツ指導におけるファシリテーションの重要性 

B：青少年のスポーツの場として選ばれる単位団・クラブになるために 

C：将来のスポーツ少年団指導者となるスポーツ少年団リーダーの育成について 

D：スポーツ少年団活動における反倫理的行為発覚の際の対応 

15:15~16:00 全体会・閉会式 

 



令和 2 年度全国スポーツ少年団リーダー連絡会 開催概要 

新型コロナウイルス感染拡大の影響により中止 

  



令和元年度全国スポーツ少年団リーダー連絡会 開催概要 

期日 令和元年 6 月 15 日（土）～16 日（日） 

会場 
1 日目：国立オリンピック記念青少年総合センター（東京都） 

2 日目：東京ガーデンテラス紀尾井町 紀尾井カンファレンス（東京都） 

参加者 42 都道府県 87 名 

＜1 日目＞6 月 15 日（土） 

12:15~12:45 開会式・オリエンテーション 

12:45~13:55 

情報提供・講義 

「指導者およびリーダー制度の改定について」 

「これからのスポーツ少年団のあるべき姿 ~Legacy of Tokyo2020~」講師：吉田 繁敬 

氏（リーダー養成ワーキンググループ班長） 

14:05~15:45 

全体発表会 

ブロックリーダー研究大会の開催報告、成果・問題点の発表 

講評：辻川 比呂斗 氏（リーダー養成ワーキンググループ班員） 

 Legacy of Tokyo2020 に関する情報交換会 

15:55~17:45 講師：吉田 繁敬 氏（リーダー養成ワーキンググループ班長） 

   祝原 豊 氏（リーダー養成ワーキンググループ班員） 

   辻川 比呂斗 氏（リーダー養成ワーキンググループ班員） 

19:00~20:00 ブロック別連絡会 

20:00~20:30 閉会式 

＜2 日目＞6 月 16 日（日） ※ジュニアスポーツフォーラムに参加 

10:00~10:30 開会式 

10:30~11:30 

特別講演 

「ジュニアスポーツからみた少年団」 

演者：萩原 美樹子 氏（日本スポーツ少年団副本部長） 

13:00~15:00 

分科会 

A：ジュニア期におけるスポーツと多様なかかわり方 

B：子どもたちのスポーツ指導現場に動きの質の観点や評価を導入する意義 

C：地域におけるスポーツ少年団の役割 

D：スポーツチーム・クラブ運営におけるガバナンスの構築 

15:15~16:00 全体会・閉会式 

 

 



平成 30 年度全国スポーツ少年団リーダー連絡会 開催概要 

期日 平成 30 年 6 月 16 日（土）～17 日（日） 

会場 
1 日目：国立オリンピック記念青少年総合センター（東京都） 

2 日目：ホテルグランドパレス（東京都） 

参加者 43 都道府県 87 名 

＜1 日目＞6 月 16 日（土） 

12:30~13:00 開会式・オリエンテーション 

13:00~14:10 

情報提供・講義 

「リーダー育成の現状と課題」 

「今後のスポーツ少年団リーダー養成の基本方針 

「リーダーアクションについて」 

「ジュニアスポーツフォーラムについて」 

講師：佐藤 充宏 氏（リーダー養成ワーキンググループ班員） 

14:20~15:40 

全体発表会 

ブロックリーダー研究大会の開催報告、成果・問題点の発表 

講評：辻川 比呂斗 氏（リーダー養成ワーキンググループ班員） 

15:50~17:30 

リーダーアクションに関する情報交換会 

講師：吉田 繁敬 氏（リーダー養成ワーキンググループ班長） 

   祝原 豊 氏（リーダー養成ワーキンググループ班員） 

   辻川 比呂斗 氏（リーダー養成ワーキンググループ班員） 

19:00~20:30 ブロック別連絡会 

20:00~20:30 閉会式 

＜2 日目＞6 月 17 日（日） ※ジュニアスポーツフォーラムに参加 

10:00~10:30 開会式 

10:30~11:30 

特別講演 

「今後の地域スポーツ体制の在り方」 

演者：友添 秀則 氏（早稲田大学スポーツ科学学術院 教授） 

12:30~15:00 

分科会（D 分科会） 

「人々をつなぐスポーツ少年団リーダーを考える」 

座長：吉田 繁敬 氏（リーダー養成ワーキンググループ班長） 

パネリスト：辻川 比呂斗 氏（リーダー養成ワーキンググループ班員） 

15:15~16:00 全体会・閉会式 



平成 29 年度全国スポーツ少年団リーダー連絡会 開催概要 

期日 平成 29 年 9 月 30 日（土）～10 月 1 日（日） 

会場 国立オリンピック記念青少年総合センター（東京都） 

参加者 44 都道府県 87 名 

＜1 日目＞9 月 30 日（土） 

12:45~13:15 開会式・オリエンテーション 

13:15~14:05 

情報提供 

リーダー育成の動向と課題、リーダー関係事業の改革と方向性と現状講師：辻川 比呂

斗 氏（リーダー養成ワーキンググループ班員） 

14:15~15:55 

全体発表会 

ブロックリーダー研究大会の開催報告、成果・問題点の発表 

講評：辻川 比呂斗 氏（リーダー養成ワーキンググループ班員） 

16:05~17:35 

講義 

「東京 2020 大会に向けた全国リーダーアクションを考えよう」講師：佐藤 充宏 

氏（リーダー養成ワーキンググループ班員） 

19:00~20:30 

分散会Ⅰ（リーダー代表者・育成担当指導者） 

■リーダー：「スポーツ少年団リーダーとしてできること」 

講師：吉田 繁敬 氏（リーダー養成ワーキンググループ班員） 

   辻川 比呂斗 氏（リーダー養成ワーキンググループ班員） 

■指導者：「リーダーアクションによるリーダー育成マネジメント」講師：佐藤 充宏 氏

（リーダー養成ワーキンググループ班員） 

＜2 日目＞10 月 1 日（日） 

9:00~10:30 分散会Ⅱ（ブロック別） 

10:30~11:30 ブロック研究大会連絡会 

11:30~12:30 全体会・閉会式 

 

  



平成 28 年度全国スポーツ少年団リーダー連絡会 開催概要 

期日 平成 28 年 9 月 24 日（土）～25 日（日） 

会場 国立オリンピック記念青少年総合センター（東京都） 

参加者 46 都道府県 86 名 

＜1 日目＞9 月 24 日（土） 

12:45~13:15 開会式・オリエンテーション 

13:15~13:45 

情報提供 

リーダー育成・リーダー連絡会の動向について 

講師：行實 鉄平 氏（リーダー養成ワーキンググループ班員） 

13:55~15:55 

全体発表会 

ブロックリーダー研究大会の開催報告、成果・問題点の発表 

講評：行實 鉄平 氏（リーダー養成ワーキンググループ班員） 

16:05~17:35 

講義 

「アクティブ・チャイルド・プログラムの可能性」 

講師：吉田 繁敬 氏（リーダー養成ワーキンググループ班員） 

18:30~20:30 

全体研修会 

「アクティブ・チャイルド・プログラム（実技）」 

講師：吉田 繁敬 氏（リーダー養成ワーキンググループ班員） 

   青野 博 氏（公益財団法人日本体育協会 スポーツ科学研究室職員） 

＜2 日目＞9 月 25 日（日） 

9:00~11:00 

全体討論会 

「アクティブ・チャイルド・プログラムの可能性 ~単位団活動での課題と展望~」講師：行實 

鉄平 氏（リーダー養成ワーキンググループ班員）   吉田 繁敬 氏（リーダー養成ワ

ーキンググループ班員）   佐藤 充宏 氏（リーダー養成ワーキンググループ班員） 

11:00~12:30 ブロック別分散会 

12:30~13:00 全体会・閉会式 

 

  



平成 27 年度全国スポーツ少年団リーダー連絡会 開催概要 

期日 平成 27 年 9 月 26 日（土）～27 日（日） 

会場 国立オリンピック記念青少年総合センター（東京都） 

参加者 45 都道府県 88 名 

＜1 日目＞9 月 26 日（土） 

12:45~13:15 開会式・オリエンテーション 

13:15~13:45 

情報提供 

リーダー育成・リーダー連絡会の動向について 

講師：祝原 豊 氏（リーダー養成ワーキンググループ班員） 

13:55~15:55 

全体発表会 

ブロックリーダー研究大会の開催報告、成果・問題点の発表 

講評：祝原 豊 氏（リーダー養成ワーキンググループ班員） 

16:05~17:35 

講義 

「幼児期からのアクティブ・チャイルド・プログラム（座学）」講師：吉田 繁敬 氏

（リーダー養成ワーキンググループ班員） 

18:30~20:30 

全体研修会 

「アクティブ・チャイルド・プログラムの可能性 ~単位団活動への導入にむけた課題の検討~」講師：吉田 

繁敬 氏（リーダー養成ワーキンググループ班員） 

   米谷 正造 氏（指導育成部会長） 

＜2 日目＞9 月 27 日（日） 

8:30~10:00 

全体討論会 

「アクティブ・チャイルド・プログラム（実技）」 

講師：吉田 繁敬 氏（リーダー養成ワーキンググループ班員） 

   青野 博 氏（公益財団法人日本体育協会 スポーツ科学研究室職員） 

10:15~11:45 ブロック別分散会 

12:00~12:30 全体会・閉会式 

 

  



平成 26 年度全国スポーツ少年団リーダー連絡会 開催概要 

期日 平成 26 年 9 月 27 日（土）～28 日（日） 

会場 国立オリンピック記念青少年総合センター（東京都） 

参加者 44 都道府県 86 名 

＜1 日目＞9 月 27 日（土） 

12:45~13:15 開会式・オリエンテーション 

13:15~13:45 大塚製薬株式会社 情報提供 

13:45~14:10 

情報提供 

リーダー育成・リーダー連絡会の動向について 

講師：吉田 繁敬 氏（リーダー養成ワーキンググループ班員） 

14:20~16:30 

全体発表会 

ブロックリーダー研究大会の報告、成果・問題点の発表 

進行・講評：藤原 有子 氏（リーダー養成ワーキンググループ班員） 

16:30~17:30 

講義 

「アクティブ・チャイルド・プログラム（座学）」講師：富田 寿人 氏

（指導育成部会長） 

18:30~20:30 

全体研修会 

「アクティブ・チャイルド・プログラム（実技）」 

講師：吉田 繁敬 氏（リーダー養成ワーキンググループ班員） 

＜2 日目＞9 月 28 日（日） 

9:00~10:50 全体討論会アクティブ・チャイルド・プログラムの可能性と課題 

11:00~12:20 ブロック別分散会 

12:30~13:00 全体会・閉会式 

 

  



平成 25 年度全国スポーツ少年団リーダー連絡会 開催概要 

期日 平成 25 年 9 月 28 日（土）～29 日（日） 

会場 国立オリンピック記念青少年総合センター（東京都） 

参加者 42 都道府県 83 名 

＜1 日目＞9 月 28 日（土） 

13:15~13:45 開会式・オリエンテーション 

13:45~14:30 情報提供リーダー育成の動向について 

14:30~15:30 

講義 

「アクティブ・チャイルド・プログラム」講師：富田 寿人 氏

（指導育成部会長） 

           吉田 繁敬 氏（リーダー養成ワーキンググループ班員） 

15:30~17:30 

全体発表会 

ブロックリーダー研究大会の報告 

進行・講評：祝原 豊 氏（リーダー養成ワーキンググループ班員） 

19:00~21:00 

全体討論会 

＜リーダー＞ 

リーダー会員の増加にむけて 

＜育成担当指導者＞ 

リーダー会活動の普及・広報について 

＜2 日目＞9 月 29 日（日） 

9:00~10:30 全体討論会リーダー会の年間活動計画の現状と課題 

10:30~12:00 ブロック別分散会 

12:00~12:30 全体会・閉会式 

 

  



平成 24 年度全国スポーツ少年団リーダー連絡会 開催概要 

期日 平成 24 年 9 月 29 日（土）～30 日（日） 

会場 国立オリンピック記念青少年総合センター（東京都） 

参加者 46 都道府県 87 名 

＜1 日目＞9 月 29 日（土） 

13:30~14:00 開会式・オリエンテーション 

14:00~14:30 情報提供リーダー育成の動向について 

14:30~15:30 

講義 

「シニア・リーダー育成の現状」 

講師：田中 雅人 氏（リーダー養成ワーキンググループ班員） 

15:30~17:30 

全体発表会 

ブロックリーダー研究大会の報告 

進行・講評：吉田 繁敬 氏（リーダー養成ワーキンググループ班員） 

19:00~21:00 

全体討論会 

＜リーダー＞ 

リーダー会員の増加にむけて 

＜育成担当指導者＞ 

リーダー会活動の普及・広報について 

＜2 日目＞9 月 30 日（日） 

9:00~9:30 全体会・閉会式 

9:30~11:30 ブロック別分散会 

※台風の影響により全体討論会は中止とした 

  



平成 23 年度全国スポーツ少年団リーダー連絡会 開催概要 

期日 平成 23 年 10 月 1 日（土）～2 日（日） 

会場 国立オリンピック記念青少年総合センター（東京都） 

参加者 45 都道府県 86 名 

＜1 日目＞10 月 1 日（土） 

13:30~14:00 開会式・オリエンテーション 

14:00~14:30 情報提供リーダー育成の動向について 

14:30~15:30 

講義 

「ブロックリーダー研究大会の企画・運営の充実に向けて」 

講師：吉田 繁敬 氏（リーダー養成ワーキンググループ班員） 

15:30~17:30 

全体発表会 

ブロックリーダー研究大会の報告 

進行・講評：祝原 豊 氏（リーダー養成ワーキンググループ班員） 

19:00~21:00 
全体討論会 

「ブロック研究大会の企画・運営の問題」 

＜2 日目＞10 月 2 日（日） 

9:00~11:00 ブロック別分散会 

11:15~12:15 

全体会 

ブロック別分散会協議内容の発表 

講師講評：祝原 豊 氏（リーダー養成ワーキンググループ班員）全体会まとめ：富田 寿人

（指導育成部会長） 

12:15~12:45 閉会式 

 

  



22 年度全国スポーツ少年団リーダー連絡会 開催概要 

期日 平成 22 年 10 月 2 日（土）～3 日（日） 

会場 国立オリンピック記念青少年総合センター（東京都） 

参加者 47 都道府県 125 名 

 ＜1 日目＞10 月 2 日（土） 

13:30~14:00 開会式・オリエンテーション 

14:00~14:30 情報提供リーダー育成の動向について 

14:30~15:30 

講義 

「改訂版ジュニア・リーダースクールテキストの活用方法について」講師：吉田 繁敬 氏

（愛知県）、大沼 良介 氏（宮城県） 

15:30~17:30 全体発表会ブロックリーダー研究大会の報告、成果・問題点の発表 

19:00~21:00 
全体討論会 

「ジュニア・リーダーをどのように育成するか」 

 ＜2 日目＞10 月 3 日（日） 

9:00~11:00 ブロック別分散会 

11:15~12:15 

全体会 

ブロック別分散会協議内容の発表 

講師講評：佐藤 充宏 氏（指導育成部会） 

12:15~12:45 閉会式 

 

  



平成 21 年度全国スポーツ少年団リーダー連絡会 開催概要 

期日 平成 21 年 10 月 3 日（土）～4 日（日） 

会場 国立オリンピック記念青少年総合センター（東京都） 

参加者 47 都道府県 130 名 

 ＜1 日目＞10 月 3 日（土） 

13:30~14:00 開会式・オリエンテーション 

14:00~14:30 情報提供リーダー育成の動向について 

14:30~15:30 
講義 

「ジュニア・リーダー育成とジュニア・リーダースクールのあり方」 

15:30~17:30 全体発表会ブロックリーダー研究大会の報告 

19:00~21:00 
全体討論会 

「ジュニア・リーダーをどのように育成するか」 

 ＜2 日目＞10 月 4 日（日） 

9:00~11:00 ブロック別分散会 

11:15~12:15 全体会ブロック別分散会協議内容の発表 

12:15~12:45 閉会式 

 

  



平成 20 年度全国スポーツ少年団リーダー連絡会 開催概要 

期日 平成 20 年 10 月 4 日（土）～5 日（日） 

会場 国立オリンピック記念青少年総合センター（東京都） 

参加者 47 都道府県 130 名 

 ＜1 日目＞10 月 4 日（土） 

13:30~14:00 開会式・オリエンテーション 

14:00~14:30 情報提供リーダー育成の動向について 

14:30~15:30 

講義 

「ジュニア・リーダースクールの現状と課題」講師：佐藤 充宏 

氏（指導育成部会員） 

15:30~17:30 全体発表会ブロックリーダー研究大会の報告 

19:00~21:00 
全体討論会 

「ジュニア・リーダーをどのように育成するか」 

 ＜2 日目＞10 月 5 日（日） 

9:00~11:00 ブロック別分散会 

11:15~12:15 

全体会 

ブロック別分散会協議内容の発表 

講師講評：富田 寿人 氏（リーダー養成ワーキンググループ班員） 

12:15~12:45 閉会式 

 

  



平成 19 年度全国スポーツ少年団リーダー連絡会 開催概要 

期日 平成 19 年 9 月 1 日（土）～2 日（日） 

会場 国立オリンピック記念青少年総合センター（東京都） 

参加者 47 都道府県 128 名 

 ＜1 日目＞9 月 1 日（土） 

13:30~14:00 開会式・オリエンテーション 

14:00~14:20 情報提供リーダー育成の動向について 

14:20~15:10 

講義 

「リーダーの夢と可能性」 

講師：中村 和彦 氏（指導育成部会員） 

15:10~17:30 全体発表会ブロックリーダー研究大会の報告 

19:00~21:00 全体討論会ブロックリーダー研究大会の報告 

 ＜2 日目＞9 月 2 日（日） 

9:00~10:30 ブロック別分散会 

10:30~11:30 

全体会 

ブロック別分散会協議内容の発表 

講師講評：米谷 正造 氏（指導育成部会員） 

11:30~12:00 閉会式 

 

  



平成 18 年度全国スポーツ少年団リーダー連絡会 開催概要 

期日 平成 18 年 9 月 2 日（土）～3 日（日） 

会場 国立オリンピック記念青少年総合センター（東京都） 

参加者 44 都道府県 84 名 

＜1 日目＞9 月 2 日（土） 

14:00~14:30 開会式・オリエンテーション 

14:30~15:00 
講義講師：佐藤 充宏 氏（指導育成部

会員） 

15:00~16:00 全体発表会ブロックリーダー研究大会の報告 

16:00~18:00 分散会Ⅰ（ブロック分散会） 

19:30~21:30 

分散会Ⅱ-1（テーマ別分散会） 

＜リーダー＞ 

A：都道府県におけるリーダー研修の現状とブロックリーダー研究大会との連携 

B：地元を離れるリーダーのリーダー活動を支える方法 

C：リーダー活動の知名度を向上させる方法 

＜育成担当指導者＞ 

A：指導者養成・研修におけるリーダー育成の位置づけと方策 

B：リーダー育成担当者の発掘と支援の方法 

C：リーダー育成・発掘の仕方 

＜2 日目＞9 月 3 日（日） 

9:00~10:30 分散会Ⅱ-2 

10:30~11:30 

全体会 

分散会Ⅱ（テーマ別）協議内容の発表 

講師講評：米谷 正造 氏（指導育成部会員） 

11:30~12:00 閉会式 

 

  



平成 17 年度全国スポーツ少年団リーダー連絡会 開催概要 

期日 平成 17 年 9 月 10 日（土）～11 日（日） 

会場 国立オリンピック記念青少年総合センター（東京都） 

参加者 44 都道府県 84 名 

＜1 日目＞9 月 10 日（土） 

14:00~14:30 開会式・オリエンテーション 

14:30~15:00 
講義講師：米谷 正造 氏（指導育成部

会員） 

15:00~16:00 全体発表会ブロックリーダー研究大会の報告 

16:00~18:00 分散会Ⅰ（ブロック分散会） 

19:30~21:30 

分散会Ⅱ-1（テーマ別分散会） 

＜リーダー＞ 

A：リーダーの新規加入者に対する方策 

B：リーダーの世代交代（引き継ぎ）に関する方策 

C：意識の低いリーダーに目標を持たせる方法 

＜育成担当指導者＞ 

A：リーダー会・リーダー活動のプロモーション 

B：リーダーの育成計画について 

C：リーダーの増やし方 

＜2 日目＞9 月 11 日（日） 

9:00~10:30 分散会Ⅱ-2 

10:30~11:30 

全体会 

分散会Ⅱ（テーマ別）協議内容の発表 

講師講評：佐藤 充宏 氏（指導育成部会員） 

11:30~12:00 閉会式 

 

  



平成 16 年度全国スポーツ少年団リーダー連絡会 開催概要 

期日 平成 16 年 9 月 11 日（土）～12 日（日） 

会場 国立オリンピック記念青少年総合センター（東京都） 

参加者 42 都道府県 84 名 

＜1 日目＞9 月 11 日（土） 

14:00~14:30 開会式・オリエンテーション 

14:30~15:00 
講義講師：當眞 禮子 氏（指導育成部

会員） 

15:00~16:00 全体発表会ブロックリーダー研究大会の報告 

16:00~18:00 分散会Ⅰ（ブロック分散会） 

19:30~21:30 

分散会Ⅱ（テーマ別分散会） 

＜リーダー＞ 

A：リーダー会活動の参加者をいかに増やしていくか 

B：リーダー会の世代交代と引き継ぎ問題 

C：リーダー育成の問題 

＜育成担当指導者＞ 

A：ブロック研究大会等の研修の運営方法 

B：リーダー会組織の活性化と支援方法 

C：リーダー育成の問題 

＜2 日目＞9 月 12 日（日） 

9:00~10:30 分散会Ⅲ（ブロック分散会） 

10:30~11:30 

全体会 

ブロック分散会協議内容の発表 

講師講評：佐藤 充宏 氏（指導育成部会員） 

11:30~12:00 閉会式 

 

  



平成 15 年度全国スポーツ少年団リーダー連絡会 開催概要 

期日 平成 15 年 9 月 13 日（土）～14 日（日） 

会場 国立オリンピック記念青少年総合センター（東京都） 

参加者 44 都道府県 87 名 

 ＜1 日目＞9 月 13 日（土） 

14:00~14:30 開会式・オリエンテーション 

14:30~15:00 

講義 

「リーダー連絡会をどのように運営していくか」講師：佐藤 充宏 

氏（指導育成部会員） 

15:00~16:00 分散会Ⅰ（ブロック分散会） 

16:00~18:00 全体発表会ブロックリーダー研究大会の報告 

19:00~21:00 
分散会Ⅱ（ブロック混合） 

※リーダー・指導者別 

 ＜2 日目＞9 月 14 日（日） 

9:00~10:00 分散会Ⅲ（ブロック分散会） 

10:00~11:30 

全体会 

ブロック分散会協議内容の発表 

講師講評：佐藤 充宏 氏（指導育成部会員） 

11:30~12:00 閉会式 

 

  



平成 14 年度全国スポーツ少年団リーダー連絡会 開催概要 

期日 平成 14 年 9 月 14 日（土）～15 日（日） 

会場 国立オリンピック記念青少年総合センター（東京都） 

参加者 43 都道府県 83 名 

 ＜1 日目＞9 月 14 日（土） 

14:00~14:30 開会式・オリエンテーション 

14:30~15:00 

講義 

「スポーツ界の変化とリーダー会」 

講師：木村 和彦 氏（指導育成部会員） 

15:00~16:00 全体発表会ブロックリーダー研究大会の報告 

16:00~18:00 分散会Ⅰ（ブロック分散会） 

19:00~21:00 
分散会Ⅱ（ブロック混合） 

※リーダー・指導者別 

 ＜2 日目＞9 月 15 日（日） 

9:00~10:00 分散会Ⅲ（ブロック分散会） 

10:00~11:30 

全体会 

ブロック分散会協議内容の発表 

講師講評：佐藤 充宏 氏（指導育成部会員） 

11:30~12:00 閉会式 

 


