東日本大震災復興支援 「 とどけよう スポーツの力を東北へ！ 」
＜ 文部科学省委託事業 ＞

平成 24 年度総合型地域スポーツクラブ育成推進事業
九州ブロッククラブミーティング２０１２開催要項
趣

旨： 総合型地域スポーツクラブ創設支援事業・自立支援事業等の趣旨、目的の周知徹底を図るとともに
クラブの取り組み状況を把握する。また、クラブが抱える諸課題を解決するために、先進クラブを始
め地方企画班、ＳＣ全国ネットワーク代表委員、クラブ育成アドバイザー等からの助言の場とし、具
体的な取り組み事例の研究や情報収集により課題解決のための糸口を探る。さらに、九州ブロック内
クラブ関係者のネットワークの強化を図る。なお、それぞれの参加者の実態によりテーマを次のとお
り設定する。

テーマ； 第１日目 「クラブづくりのノウハウを探ろう！～創設の原点～」
～創設支援クラブからの参加者がそれぞれのクラブの抱える課題を共有しながら創設の原点に帰り、解
決策について情報収集や助言指導を受け、各創設支援クラブの設立に向けた進捗状況の確認を行う～
第２日目 「総合型地域スポーツクラブの運営について ～わたしのクラブの今 ～」
～自立支援クラブを中心に、参加クラブが抱える課題解決のためのヒントやクラブ運営について、情報
交換やディスカッションを行う～
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）

日

程：＜第１日目：創設支援クラブ対象＞
平成２４年１１月１７日（土） １３：００～１７：００（１２：３０～受付）
＜第２日目：主に自立支援・クラブマネジャー設置支援クラブ及び県総合型クラブ連絡協議会
加入クラブ対象＞
平成２４年１１月１８日（日） １３：００～１７：００（１２：３０～受付）

会

場：＜１日目・２日目＞
「長崎県立総合体育館 大研修室他（２階）」
〒８５２-８０３５ 長崎県長崎市油木町７－１ TEL：０９５－８４３－６５２１

出席者（見込）
＜１日目＞
＜２日目＞
①創設支援クラブ
１クラブ２名迄 ①自立支援・クラブマネジャー設置支援クラブ 何名でも可
②県体育協会担当者又は
②県総合型クラブ連絡協議会加入クラブ 何名でも可
広域スポーツセンター担当者
５名 ③ＳＣ全国ネットワーク代表委員
８名
③クラブ育成アドバイザー
９名 ④県体育協会担当者又は
④地方企画班員
２名
広域スポーツセンター担当者
６名
⑤事例発表者
１名 ⑤クラブ育成アドバイザー
８名
⑥地方企画班員
３名
⑦パネリスト
２名
内

容：＜１日目＞
＜２日目＞
①全体会（趣旨説明、スポーツ振興動向、事例発表） ①全体会（パネルディスカッション・連絡協議会活動紹介）
②ブースめぐり（３ブース設定・説明、協議）
②課題別ルームミーティング
③全体会
③全体会

その他：本事業参加に係る旅費について、創設・自立支援クラブの出席者は、創設・自立支援事業経費より、
経理処理基準要項・旅費算出基準に基づき支出することができる。また、クラブ育成アドバイザー、
県体育協会又は広域スポーツセンター担当者は、本会旅費規程に基づき支給する。
担

当：公益財団法人 日本体育協会 スポーツ振興部 クラブ育成課・クラブ支援課
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

九州ブロッククラブミーティング２０１２ 日程表
第１日目［１１/１７（土）］

第２日目［１１/１８（日）］

創設支援クラブ対象

主に自立支援・ｸﾗﾌﾞﾏﾈｼﾞｬｰ設置支援クラブ 及び
県総合型クラブ連絡協議会加入クラブ対象
※創設支援クラブ（希望者のみ）

12:30

12:30

受

付

受

付

13:00

13:00

■開会行事

■開会行事

・開会あいさつ、開催県あいさつ、日程説明、事務連絡

・開会あいさつ、開催県あいさつ、日程説明、事務連絡 他

13:15
13:30

■パネルディスカッション
■スポーツ振興の動向と趣旨説明
九州ブロック地方企画班長： 土谷忠昭 氏

13:45

■事例発表
＜テーマ＞ 『 準備から設立まで ～我がクラブの場合～ 』

＜テーマ＞ 『総合型地域スポーツクラブの運営について
～わたしのクラブの今～ 』
パネリスト： NPO法人 きりしま舞鶴スポーツクラブ(鹿児島県霧島市)
クラブマネジャー 福永義一 氏
ひむかYOUゆうクラブ(宮崎県日向市)
会 長
児玉嘉嗣 氏
コーディネーター：
SC全国ネットワーク九州ブロック常任幹事 丸山順道 氏

発表者： ＮＰＯ法人ウィル ドウ（長崎県佐世保市）
理事長 浅井増雄 氏
コーディネーター： 地方企画班員 奥松成安 氏

14:30

14:45

休憩
14:50

■各県連絡協議会の活動状況紹介
■ブースめぐり ＜グループワーク＞
コーディネーター： 地方企画班長

土谷忠昭 氏

第１回目：１４：３０～１５：１０ (移動・休憩５分を含む４０分）
第２回目：１５：１０～１５：５０ (移動・休憩５分を含む４０分）
第３回目：１５：５０～１６：４０ (移動・休憩５分を含む４０分）
＊参加者は３つのブースを全て巡る。

発表者：
『佐賀県』 SC全国ネットワーク佐賀県代表委員 須藤義仁 氏
『大分県』 SC全国ネットワーク九州ブロック常任幹事 丸山順道 氏
コーディネーター：
SC全国ネットワーク大分県代表委員 柴田和己 氏

15:20

休憩
15:30

■課題別ルームミーティング
第１ブース：「連携」（合意形成・住民、既存団体、各種団体）
説明：沖縄県クラブ育成アドバイザー 慶田花英太 氏
記録：佐賀県クラブ育成アドバイザー 川原田賢二郎 氏
発表者：宮崎県クラブ育成アドバイザー 宮田育俊 氏

第２ブース：「事業」（魅力ある事業、活動拠点、指導者）
説明：沖縄県クラブ育成アドバイザー 座間味洋貴 氏
記録・発表者：
鹿児島県クラブ育成アドバイザー 永田智和 氏

第３ブース：「財源」（財源確保、会費、参加料、会員確保、指定管理）
説明：福岡県クラブ育成アドバイザー 内田満 氏
記録・発表者：
熊本県クラブ育成アドバイザー 太田黒尚子 氏

16:40

■全 体 会

＜テーマ＞ 『 クラブ運営について 』
コーディネーター： 福岡県連絡協議会 副会長

Ａグループ【totoの部屋：toto助成を上手く活用できる事業にヒント】
進 行：SC全国ネットワーク佐賀県代表委員 須藤義仁 氏
発表者：沖縄県クラブ育成アドバイザー 座間味洋貴 氏
助言者：福永義一氏（国分舞鶴ＳＣ）、土谷忠昭氏（地方企画班長）
Ｂグループ【totoからの部屋：toto助成から自立へ上手く変換出来るヒント】

進 行：・SC全国ネットワーク沖縄県代表委員 矢貫卓博 氏
発表者：：SC全国ネットワーク長崎県代表委員 本多守 氏
助言者：地方企画班員 中尾健一郎 氏
Ｃグループ【ＮＰＯの部屋：ＮＰＯがスムーズに取れるヒント】
進 行：福岡県クラブ育成アドバイザー 内田満 氏
発表者：SC全国ネットワーク大分県代表委員 柴田和己 氏
助言者：SC全国ネットワーク九州ブロック常任幹事 丸山順道 氏
Ｄグループ【プランの部屋：目から鱗の事業企画のヒント】
進 行：SC全国ネットワーク宮崎県代表委員 尾崎太朗 氏
発表者：SC全国ネットワーク鹿児島県代表委員 下川由美子 氏
助言者：児玉嘉嗣氏（ひむかYOUゆうクラブ）、奥松成安氏（地方企画班員）

進行： 長崎県クラブ育成アドバイザー 島内徹郎 氏
ブース発表： 各ブース担当アドバイザー
講評： 地方企画班員 奥松成安 氏

16:35

■全体会
進行： SC全国ネットワーク沖縄県代表委員 矢貫卓博 氏
講評： 地方企画班長 土谷忠昭 氏

16:55

16:55

■閉会行事
17:00

久本成美 氏

・閉会あいさつ

■閉会行事

・閉会あいさつ

17:00

