
 

《アクセス》高知龍馬空港から車で４０分、高知駅から車

で５分。ひろめ市場北側の信号を北へ約４００メートル。 

※永国寺キャンパス内には駐車場がありません。近くの無

料駐車場を利用できますが台数に限りがあります。できる

だけ乗り合わせでお越しください。ご協力をお願いします。 

開催日 ：平成２９年１１月２５日（土）・２６日（日）  

会 場 ：高知県立大学永国寺キャンパス  

      〒780-8515 高知県高知市永国寺町２番２２号  

参加費 ：３，０００円（実施協力金として）  

対  象 ：総合型地域スポーツクラブ関係者、各市町村スポーツ担当者等  

主  催 ：公益財団法人  日本体育協会  

主  催  総合型地域スポーツクラブ全国協議会（SC ネットワーク） 

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  

問合先 ：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  

Ｔ Ｅ Ｌ ：03-3481-2278 ＦＡＸ：03-3481-2284 

 



 

【１日目】 １１月２５日（土） 

12：30 受付開始 

13：00 開会行事 

13：30 交流レク（高知県レクリエーション協会）  

13：45 情報提供 「地域スポーツクラブと障がい者スポーツ団体の連携」  

講師：北村 大河氏、福本 志満氏（高知県立障害者スポーツセンター） 

15：15 「障がい者スポーツに取り組むクラブ」 

事例発表① 発表者：香川県さらスポーツクラブ 

事例発表② 発表者：徳島県 NARUTO（ナルト）総合型スポーツクラブ 

16：40 日本体育協会より情報提供 

17：20 終了予定 

 

 

【２日目】 １１月２６日（日） 

8：30 受付開始 

9：00 講義「障がい者スポーツと総合型クラブ～TOKYO２０２０を見据えて～」 

講師：日本福祉大学 助教 安藤
あんどう

 佳代子
か よ こ

氏 

《講師紹介》日本福祉大学スポーツ科学部スポーツ科学課助教。 

障がい者スポーツに関して多くの論文発表や学会発表をされています。 

11：15 グループディスカッション 

11：45 まとめ・閉会行事 

せっかくおらんくに集まったがやき、 

みんなぁでぐっすりやろうぜよ！！ 

日時：平成２９年１１月２５日（土） １８：3０～ 

場所：和餐 帯や勘助（高知市帯屋町 2丁目 2－15） 

※ひろめ市場の東 会場 TEL：088-823-4180 

会費：５，０００円（現地徴収） 

※情報交換会のみの参加も可能です。 

本会お申込み手続き時に同時に 

お申込みください。 

 

申込方法：公益財団法人日本体育協会ホーム 

ページからウェブでお申込みください。 

申込締切：平成２９年１１月１０日（金） 

宿泊について：会場付近の宿泊施設一覧を添付

しますので、各自でご手配ください。ネット予

約では満室となっていても宿泊施設に空きがあ

る場合もございます。 

■本ネットワークアクションは、公益財団法人 

日本体育協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。（１日目・２日目の全

プログラムに参加することを条件とします） 



 
 

四国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：共生社会の実現に向けて総合型地域スポーツクラブにできること 

 

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。 

    併せて、全国共通プログラム「地域スポーツクラブと障がい者スポーツ団体の連携」に続く、

四国ブロックプログラム「障がい者スポーツと総合型クラブ～TOKYO2020を見据えて～」「障

がい者スポーツに取り組むクラブの事例発表」により、障がいのある方のスポーツ環境づくり

など地域の共生社会の実現への共通理解をはかり、交流を深めながら共に発展をめざす。 

 

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：四国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、高知県立大学 

   

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）13 時～17 時 20 分（受付：12 時 30 分～） 

    平成 29 年 11 月 26 日（日） 9 時～12 時   （受付：8 時 30 分～） 

 

会 場：高知県立大学 永国寺キャンパス(JR 高知駅またははりまや橋より徒歩 20 分) 

    〒780－8515 高知市永国寺町 2-22  TEL：088-821-7104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

参加対象者：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 

県体育協会等担当者      

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 



 

内 容：＜１日目＞                

    【地域スポーツクラブと障がい者スポーツ団体の連携】 

① 情報提供「都道府県障がい者スポーツ団体に関する紹介」  

② ワーク「地域スポーツクラブと障がい者スポーツ団体の連携」 

③ 情報提供「知的障がいに関する基礎的情報提供」 

     講師：高知県立障害者スポーツセンター 北村大河氏、福本志満氏 

【事例発表】 

  「障がい者スポーツに取り組むクラブ」 

    さらスポーツクラブ (香川県) 

    NARUTO（ナルト）総合型スポーツクラブ (徳島県) 

 

＜２日目＞ 

【講演・グループワーク】 

「障がい者スポーツと総合型クラブ～TOKYO2020 を見据えて～」 

講師：日本福祉大学 助教 安藤佳代子氏 

 

 

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、別途案内する。 
 

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  
 
 

 

  

フフェェアアププレレイイでで日日本本をを元元気気にに！！  ～～ああくくししゅゅ、、ああいいささつつ、、あありりががととうう～～  

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 



四国ブロッククラブネットワークアクション2017 日程 平成29年11月25日（土）・26日（日）

（四国4県交流プログラム） 場所 高知県立大学永国寺キャンパス

11月25日 11月26日

8:30 ～ 9:00 受付

9:00 ～ 11:00 四国ブロック独自プログラムB

11:00 ～ 11:15 休憩

11:15 ～ 11:45

11:45 ～ 12:00 まとめ・閉会行事・解散

午後の活動参加の方は各自昼食

12:30 ～ 13:00 受付

13:00 ～ 13:30 開会行事

13:30 ～ 13:45 アイスブレイキング

交流レク　（高知県レクリエーション協会）
13:30 ～ 14:50

13:45 ～ 15:00

15:00 ～ 15:15 休憩 15:00 ～ 16:30 高知県総合型スポーツクラブ研修会 ※2

15:15 ～ 15:45

15:45 ～ 16:15

16:15 ～ 16:30 質疑応答

16:30 ～ 16:40 休憩

16:40 ～ 17:10 日本体育協会より　情報提供

17:10 ～ 事務連絡

♪♪情報交換会♪♪ 土佐のおきゃく

　「せっかくおらんくに集まったがやき、みんなぁでぐっすりやろうぜよ！」

「帯や勘助」　　18:30～　　　会費5,000円

時間 時間

「障がい者スポーツに取り組むクラブ」
事例発表②徳島県NARUTO（ナルト）総合型ス
ポーツクラブ

【情報提供】高知県スポーツ課より
【講義】健康寿命延伸のため健康つくり運動
【実技】スローエアロビック
        講師　日本エアロビック連盟常務理事
                 同志社大学大学院スポーツ健康科学
                 研究科
　　　　　　　　　　　　 　　　　塩津陽子氏

四国ブロック独自プログラムB

小グループでのディスカッション

（近くに『ひろめ市場』があります･･･）

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」  情報提供・ワーク等

　　講師　高知県立障害者スポーツセンター
　　　　　　北村大河氏　福本志満氏

四国ブロック独自プログラムA
「障がい者スポーツに取り組むクラブ]
事例発表①香川県さらスポーツクラブ

「障がい者スポーツと総合型クラブ
　　　　　　～TOKYO2020を見据えて～」

       講師　日本福祉大学
　　　　　　　　助教　安藤佳代子氏

四国4県交流プログラム　※1

「高知城歴史探訪ノルディックウオーク」

※1 四国4県交流プログラムは、四国ブロックネットワークアクションオンラインフォームより参加申込いただけます。
　　 また、当日の飛び入り参加も可能です。
※2 高知県総合型スポーツクラブ研修会は、高知県外のクラブの方も参加可能です。
　　 (高知県外の方は参加申込不要ですので、参加希望の方は、当日会場にお集まりください。)








