
 
 

 

近畿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： 改めて『地域』スポーツを考える   

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知識の共有を行い、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、近畿ブロックでは、全体テーマを「改めて『地域』スポーツを考える」と設定する。

総合型クラブの取り組みが始まって 20 年以上が過ぎた今、時間の経過に伴って見失われがち

である「総合型地域スポーツクラブ」の目的や理念を考え直す機会とする。『地域』であるこ

との意味、なぜ『地域スポーツ』なのか、地域に根ざすクラブや組織がなぜ必要なのかを改め

て考え直すことで、今後の総合型クラブの発展に寄与する。 

併せて、近畿では「府県の枠を超えたネットワーク！共に築き、共に成長する」を合言葉に

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：近畿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：スポーツ庁 

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 25 日（土）10 時 30 分～17 時（受付：10 時～） 

会 場：京都府民総合交流プラザ「京都テルサ」  東館 3 階 京都府スポーツセンター大会議室 

    〒601-8047 京都府京都市南区東九条下殿田町 70  TEL：075-692-3400 

    ※ご来場の際は、公共交通機関をご利用ください。 

 

    

 

 

 

 

 

 

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 

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 

＜アクセス方法＞  

●ＪＲ京都駅(八条口西口)より南へ徒歩約 15 分 

• ●近鉄東寺駅より東へ徒歩約 5 分 

• ●地下鉄九条駅 4 番出口より西へ徒歩約 5 分 

• ●市バス九条車庫南へすぐ 

• ●名神京都南インターより 

•  国道 1 号北行き市内方面へ 



内 容： 

◇共通プログラム 

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』 

 

◇近畿ブロック独自プログラム 

①基調講演 

テーマ：改めて『地域』スポーツを考える –地域スポーツの変遷からみる行政とクラブのあり方- 

 講 師：立命館大学産業社会学部 教授 中西 純司 氏 

 

②アプローチ別講義 

  ☛オススメ 

３年未満、10 年以上のクラブ → 第１の部屋 

３年以上、10 年未満のクラブ → 第２の部屋 

各府県連協運営委員等関係者 → 第３の部屋 

第１の部屋 第２の部屋 第３の部屋 

-話をとことん聞く- -とことん話し合う- -作業して考える- 

基調講演からより掘り下げて地域

スポーツの役割を学ぶ。 

討論や対話からクラブの課題解

決策を探る。 

各府県連絡協議会内でのネット

ワーク作りを考える。 

講演 グループディスカッション グループワーク 

立命館大学産業社会学部 

教授 中西 純司 氏 

大阪教育大学附属高等学校平野校舎 

教諭 松田 雅彦 氏 

京都府総合型地域スポーツ 

クラブ連絡協議会 

会員のマイクラブ意識を考える 
総合型「地域」スポーツクラブの本

質を考える 
クラブ間ネットワークを考える 

講演とグループワークを行う。 

*法人格の有無でグループ分けをし、

それぞれに「会員の意識」や「総会」な

どについて必要性を考える。 

具体的な題材について少人数で

対話・討論する。 

京都府クラブ連絡協議会の取り

組み事例を参考に、今後の各府

県での取り組みを企画検討する。 

✿ﾏｲｸﾗﾌﾞ意識を高めるには？ 

✿地域愛とｸﾗﾌﾞ愛を考える 

✿一人一人に役割があるｸﾗﾌﾞ 

✿みんなでつくるｸﾗﾌﾞ 

✿会員はお客さんですか？ 

✿ｸﾗﾌﾞへの愛着をもつには？ 

✿多世代多種目にするには？ 

✿ｸﾗﾌﾞ理念を共有するには？ 

✿行政と連携するには？ 

✿ｸﾗﾌﾞﾏﾈｼﾞｬｰを配置するには？ 

✿ﾈｯﾄﾜｰｸをもつ意味 

✿複数ｸﾗﾌﾞだからできるｺﾄ 

✿なぜ協働が必要なのか？ 

✿各府県のｸﾞﾙｰﾌﾟで学ぶ 

✿新規事業を企画検討する 

 

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、別途案内いたします。 

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 



13:15 テーマ・趣旨・目的　説明　（５分）
13:20 基調講演　（60分）

テーマ：　「改めて『地域』スポーツを考える　-地域スポーツの変遷からみる行政とクラブのあり方-」
講　師：　立命館大学産業社会学部　教授　中西　純司　氏

14:20 休憩　（10分）
14:30 アプローチ別講義　（135分）　*休憩･まとめ含む

近畿ブロッククラブネットワークアクション2017　日程

１１/２５　（土）

10:00

受付
10:30

開会式（15分）
10:45

○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・ワーク

京都障害者スポーツ振興会 中村芳道氏／京都市障害者スポーツセンター 太田裕子氏

12:00

日本体育協会からの情報提供　（30分）
12:30

昼食（45分）
13:15

開催ブロック独自プログラム　（210分）

-話をとことん聞く- -とことん話し合う- -作業をして考える-

(1)講演 (2)ディスカッション (3)ワーク
　会員のマイクラブ意識を考える 総合型「地域」スポーツクラブの本質を考える 　クラブ間ネットワークを考える
　講師： 　講師：  協力：
　　立命館大学産業社会学部 　　大阪教育大学附属高等学校平野校舎 　　　京都府総合型地域

　　　　　教授　中西　純司　氏 　　教諭　松田　雅彦　氏 　　　スポーツクラブ連絡協議会

　内容： 　内容： 　内容：
　*講演　　*グループワーク 　*少人数制グループディスカッション 　*府県別グループワーク

16:45

事務連絡・閉会行事（15分）
17:00



11 25/ 土

◆協力：公益財団法人日本障がい者スポーツ協会

近畿ブロック

10:30～17:00 (10:00受付)

改めて『地域』スポーツを考える

13:15-16:45

◇基調講演

「改めて『地域』スポーツを考える–地域スポーツの変遷からみる行政とクラブのあり方-」

講 師：立命館大学産業社会学部 教授 中西 純司 氏

◇アプローチ別講義

✿アプローチ別講義の詳細は裏面をご覧ください ☞

-話をとことん聞く-

(1) 講演
会員のマイクラブ意識を考える

＜講師＞
立命館大学産業社会学部
教授 中西 純司 氏

オススメ!!
３年未満10年以上

-とことん話し合う-

(2) ディスカッション
総合型「地域」スポーツクラブ
の本質を考える
＜講師＞
大阪教育大学附属高校平野校舎

教諭 松田 雅彦 氏

-作業をして考える-

(3) ワーク
クラブ間ネットワークを考
える
＜協力＞
京都府総合型
地域ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ連絡協議会

オススメ!!
３年以上10年未満

オススメ!!
連協運営委員等

＠京都テルサ 京都市南区東九条下殿田町70

◆後援：スポーツ庁

◆主管：近畿ブロッククラブネットワークアクション実行委員会

◆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

10:45-12:00

「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･ワーク

京都障害者スポーツ振興会 中村芳道氏／京都市障害者スポーツセンター 太田裕子氏

共通プログラム

近畿独自プログラム

情報交換会
開催します!!

17:30start

参加
募集中

クラブネットワークアクション2017



申込方法

日体協オンラインフォーム（WEB）から参加申込をしてください。

＊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。

＊WEBからの申込が難しい場合は下記問合せ先までご連絡ください。

昼食について

・昼食弁当（1,080円）を斡旋します。

・ご希望の方は本会議申込時に併せてお申し込みください。

・近隣に飲食店が少ないので、持参いただくか弁当を注文いただくことをお勧めします。

情報交換会について

・会議終了後、レストラン朱雀（京都テルサ東館１階）にて情報交換会を開催します。

・参加の有無を本会議申込時にお知らせください。

・別途参加費（5,000円）が必要です。当日徴収します。

その他

・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。詳しくは開催要項をご覧ください。

〔アプローチ別講義について〕 ※申込時に希望優先順位を記入してください。

第１の部屋 第２の部屋 第３の部屋

-話をとことん聞く- -とことん話し合う- -作業して考える-

基調講演からより掘り下げて地

域スポーツの役割を学ぶ。

討論や対話からクラブの課題解

決策を探る。

各府県連絡協議会内でのネッ

トワーク作りを考える。

講演 グループディスカッション グループワーク

立命館大学産業社会学部

教授 中西 純司 氏

大阪教育大学附属高校平野校舎

教諭 松田 雅彦 氏

京都府総合型地域スポーツ

クラブ連絡協議会

会員のマイクラブ意識
を考える

総合型「地域」スポーツ
クラブの本質を考える

クラブ間ネットワーク
を考える

講演とグループワークを行う。

*法人格の有無でグループ分けを
し、それぞれに「会員の意識」や
「総会」などについて必要性を考
える。

具体的な題材について少人数で
対話・討論する。

京都府クラブ連絡協議会の取
り組み事例を参考に、今後の
各府県での取り組みを企画検
討する。

✿ﾏｲｸﾗﾌﾞ意識を高めるには？

✿地域愛とｸﾗﾌﾞ愛を考える

✿一人一人に役割があるｸﾗﾌﾞ

✿みんなでつくるｸﾗﾌﾞ

✿会員はお客さんですか？

✿ｸﾗﾌﾞへの愛着をもつには？

✿多世代多種目にするには？

✿ｸﾗﾌﾞ理念を共有するには？

✿行政と連携するには？

✿ｸﾗﾌﾞﾏﾈｼﾞｬｰを配置するには？

✿ﾈｯﾄﾜｰｸをもつ意味

✿複数ｸﾗﾌﾞだからできるｺﾄ

✿なぜ協働が必要なのか？

✿各府県のｸﾞﾙｰﾌﾟで学ぶ

✿新規事業を企画検討する

〈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
TEL 03-3481-2278 FAX 03-3481-2284



レストラン朱雀

情報交換会

会 費
5,000円

2017.11.25 sat.
１７：３０ start 京都テルサ東館１階

近畿ブロッククラブネットワークアクション2017

☏




