
令和 4年度公認クラブマネジャー研修会 開催要項 

 

1. 趣  旨 日本スポーツ協会公認クラブマネジャーの資質の向上および公認クラブマネジャーの連携を図

ることを目的に開催する。 

2. 主 催 公益財団法人日本スポーツ協会（JSPO） 

3. 日 時 令和 5年 2月 4日（土） 12:55～17:00（予定） 

4. 開催方法 オンライン開催（Zoom） 

5. 日程・内容 

時間 内容 

12:20～12：55 

（35分） 
受付（Zoom入室） 

12:55〜13:00 

（5分） 
開会、事務連絡（日本スポーツ協会事務局） 

13:00～13:30 

（30分） 

○オープニングレクチャー 

『運動部活動の地域移行を見据えた JSPOクラブマネジャーの役割について』 

講演者 松永 敬子 

（日本スポーツ協会マネジメント資格部会委員／龍谷大学 教授） 

13:30～13:35 

（5分） 
休憩 

13:35～14:35 

（60分） 

○基調講演 

『教育現場から見た運動部活動の地域移行について』 

講演者 中平 稔人 

（福岡県人づくり・県民生活部スポーツ局長） 

14:35～14:45 

（10分） 
休憩 

14:45～16:55 

（130分） 

※適宜休憩を含む 

○パネルディスカッション（事例報告・ディスカッション・質疑応答） 

『運動部活動改革を踏まえた今後の総合型地域スポーツクラブについて』 

ファシリテーター 

山本 理人（北海道ブロッククラブネットワークアクション実行副委員長 

／北海道教育大学 教授） 

パネリスト 

星  香里（渋谷区スポーツ部長） 

鈴田 夢希（大分県スポーツ協会 クラブアドバイザー） 

相馬 知香（宮城県しわひめスポーツクラブ クラブマネジャー） 

16:55〜17:00 閉会 

（注）内容およびスケジュールについては、一部変更となる場合もございますので予めご了承ください。 

6. 定 員 100名程度（先着順） 

7. 参 加 料 4,400円（税込） 

＊ お支払いは、指導者マイページからのオンライン決済(クレジットカード支払い・コンビニ

支払い)のみとなります。 

＊ 参加料入金後のキャンセルや欠席(Zoomアプリの設定不備、迷惑メールブロック等による各

種お知らせメールの不着等を起因とした欠席を含む)の場合も、参加料は返金しないためご

注意ください。 



8. 申込方法 参加を希望する方は、指導者マイページからお申し込みください。 

(https://my.japan-sports.or.jp/) 

① ログイン後、メニュー「更新研修」の「更新研修検索・申込」をクリック。 

② 「検索条件」の開催月を、「2023年 2月」にして検索をクリック。 

③ 表示された研修の中から、「令和 4年度公認クラブマネジャー研修会」の名称部分をクリ

ック。 

④ 内容をご確認のうえ表示されたページ最下部に表示される「申込」ボタンをクリック。 

⑤ 申込が完了した後、「更新研修履歴」ページの「オンライン決済」をクリックして参加料

を支払う。 

＊ 「申込」ボタンは一度クリックすると非表示になります。 

＊ 申込されたかどうかは、メニュー「更新研修」の「更新研修履歴」から「予約した更新研

修」に表示されているかをご確認ください。 

＊ 本研修会に関するお知らせにつきましては、指導者マイページに登録されている E-mail

アドレスに「noreply@zoom.us」、「@my.japan-sports.or.jp」及び「@japan-sports.or.jp」

のアドレスおよびドメインから送信されます。ご使用のメーラーの設定(迷惑メールブロ

ック等)により受信できないことがあるため、あらかじめ受信許可設定をお願いします。 

9. 申込期間 令和 4年 12月 13日（火）～令和 5年 1月 17日（火）予定 

＊ 定員に達した時点で申し込みを締め切らせていただきます。 

＊ 申込が完了した後、「更新研修履歴」ページの「オンライン決済」をクリックして参加料

のお支払いをお願いいたします。 

＊ 受講料のお支払いをもって参加決定といたします。 

＊ 令和 5年 1月 24日までにお支払いが確認できない場合は、参加を取り消す場合がありま

す。 

10. 研修会参加のための情報(URL) 

2月 2日(木)を目途に、指導者マイページに登録されている E-mailアドレスへ、参加にあたっての注意事

項等と併せて送信します。 

11. 準備物 

(1) PC、タブレット、スマートフォン等の通信機器 

※ ＷＥＢカメラ、スピーカー、マイクが必要です。 

※ Zoomのアプリケーションのインストールが必要となります。 

※ オンライン上で資料等の閲覧をご依頼する予定であることから、PC、タブレット等画面が大きい

機器の利用を推奨いたします。 

(2) 参加するために必要なパソコン、通信機器、通信回線その他の設備 

(3) インターネット回線（データ通信料含む／通信容量・速度等に著しい制限等がないこと） 

※ ご自身の機材・通信環境により、万が一当日参加ができない状況が発生した場合でも、JSPOでは

対応いたしかねますので予めご了承のほどお願いいたします。 

12. そ の他 

(1) 本研修会は公認クラブマネジャーを対象とした研修会です。 

(2) 公認クラブマネジャーの資格更新には、資格有効期限の 6カ月前（更新認定日より 3年 6 カ月）まで

に JSPOが定める指定の更新研修を受ける必要があり、本研修会はその対象となります。また、本研修

会の参加（アンケートへの回答を含む）により、公認クラブマネジャー以外の JSPO公認スポーツ指導

者資格の更新研修を修了したことになります。なお、テニス資格は 2ポイント、バウンドテニス資格は

1ポイント、チアリーディング(コーチ 3のみ)資格は都道府県体育・スポーツ協会実施の 1回分の実績

となりますが、別途、資格毎に定められたポイント獲得や研修受講などの要件を満たす必要がありま

https://my.japan-sports.or.jp/


す。 

ただし、次の資格については、更新研修の実績にはなりません。 

[水泳、サッカー、バスケットボール、バドミントン、剣道、空手道、エアロビック(コーチ 4 のみ)、

スクーバ・ダイビング、オリエンテーリング、プロゴルフ、プロテニス、プロスキー、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](2022年 10月 1日現在) 

詳細は JSPOの以下ホームページをご確認ください。 

https://www.japan-sports.or.jp/coach/tabid233.html 

(3) 本研修会開始後 20分以上の遅刻および早退は欠席とみなし、更新研修の実績とはなりませんので十分

ご注意ください。また、万が一長時間参加が確認できない、あるいは他の作業等をしながらの参加が確

認された場合等には、参加実績を認定できない場合がございますので、予めご承知おきください。 

(4) 参加申込にあたって収集した個人情報は参加者管理や開催通知等を目的に使用いたします。また、研修

会中の様子や写真については、情報誌「Sport Japan」をはじめ、JSPOのホームページや SNS、各種報

告書において利用することがあります。なお、この個人情報は、参加者の同意なしに、第三者に開示、

提供することはありません(法令などにより開示を求められた場合を除く)。 

(5) 参加者は、JSPOや講演者の特別の許可がある場合を除き、本研修会の録音、録画、写真撮影(画面のス

クリーンショット含む)をすることは禁止といたします。なお、JSPOや講演者は、本研修会の記録や今

後の改善等を目的として、録音、録画、写真撮影および JSPOウェブサイトや SNSへの掲載・投稿をす

る場合があります。 

(6) 天災、官公庁からの指示・命令、その他不可抗力など主催者が管理できない事由により、本研修会の一

部内容の変更及び中止をする場合は、指導者マイページに登録されている E-mailアドレス等に連絡す

る他、JSPO のホームページ等によりその旨を掲載します。なお、本研修会の一部内容の変更及び中止

のために生じた参加者の損害については、JSPOではその責任を負いません。 

13. 問合せ先 スポーツ指導者育成部（マネジメント資格担当） 

〒160-0013 東京都新宿区霞ヶ丘町４−２ JAPAN SPORT OLYMPIC SQUARE 

manager@japan-sports.or.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

～スポーツ界における暴力行為根絶に向けたスローガン～ 

暴力 0（ゼロ） 心でつなぐスポーツの絆 

https://www.japan-sports.or.jp/coach/tabid233.html
mailto:manager@japan-sports.or.jp


令和 4年度公認クラブマネジャー研修会 

研修会参加までの流れ 
＜１．研修会参加前＞ 

(1) 本研修会は Zoom Video Communications, Inc.が提供する「Zoom」を利用し、ライブ配信研修として実施しま

す。本研修会に参加する前に、必ず「Zoom」アプリをダウンロードし、サインアップ（アカウント作成）を実

施してください。すでにアカウントを保有し、アプリをダウンロードされている方は、アプリを最新版にア

ップロードしてください。 

(2) 長時間のインターネット接続となるため、Wi-Fi環境での接続を推奨いたします。通信容量に制限がある環境

での接続の場合は、契約内容や使用状況を事前によくご確認ください。 

(3) 研修会参加のための情報(URL)は、研修会の 2日前までに指導者マイページに登録されている E-mailアドレ

スにお送りします。E-mailアドレスに誤りがないか、メニュー「指導者情報」から確認をお願いします。 

(4) 研修会当日に本人確認を行いますので、ウェブカメラとマイク機能が使用可能なパソコンまたはタブレット

をご用意ください。スマートフォンの使用は、画面サイズが小さいことなどから、お控えください。 

(5) 参加者は、自己の責任において参加するために必要なパソコン、通信機器、通信回線その他の設備を準備し、

管理するようお願いします。参加に伴って発生する通信回線の利用料金等は自己負担となります。最新のコ

ンピュータウィルス対策等がなされている機器を使用してください。JSPOは、参加によりコンピュータウィ

ルスや第三者の妨害等行為による不可抗力によって生じた損害等の一切の責任を負いません。また、参加者

の都合により研修に参加できなかった場合は返金等の対応はいたしません。 

＜２．研修会当日＞ 

(1) 12:20以降、Zoomアプリにログインし、「参加」ボタンから参加申し込み時の E-mailアドレスに配信された

ミーティング ID・パスコードを入力し、入室手続きを行ってください。修会開始時刻(12:55)直前は混雑が予

想されますので、お早めの入室をお願いします。 

(2) Zoomアプリで表示される「ミーティングに参加」のポップアップにおいて「ミーティング ID」の入力欄の下

部の「名前」欄は、以下の例のように、ご自身の「苗字_登録番号（7ケタ）」に変更してください。 

例）氏名：体協 花代さん、登録番号：0123456の場合 ⇒ 体協_0123456 

※ 登録番号が不明な場合は生年月日を 8 桁で入力してください（1990 年 1 月 1 日生まれの場合→

19900101）。 

(3) JSPOからの指示がある場合を除いて、カメラはオン、マイクはオフの状態で受講してください。 

(4) 公認クラブマネジャー資格の更新研修の実績とされる方は、必ず全ての日程(12:55〜17:00)にご参加くださ

い(入退室時刻が記録されます)。上記を満たされなかった場合、また、20分以上の遅刻および途中退出が確

認された場合には、更新研修の実績として認められない場合がございます。 

(5) 研修会の途中でインターネットの接続が切れるなど、研修会の途中で参加できないトラブルが生じた場合は、

以下のいずれの方法で事務局までご連絡ください。 

＊お電話(研修当日の連絡先については、参加決定者に別途ご案内いたします) 

＊メール( manager@japan-sports.or.jp ) 

＜３．研修会当日・研修会参加後＞ 

全プログラム終了後、アンケートにご協力ください。なお、公認クラブマネジャー資格の更新研修の実績と

する場合は、アンケートをご提出いただかないと研修実績として認められません。ご登録いただいた E-mail

アドレスに配信される URLからアクセスの上、指定期日までにご回答ください。 

＊指導者マイページへの研修実績の反映は、3月下旬を予定しております。 

mailto:manager@japan-sports.or.jp

