九州ブロッククラブネットワークアクション 2018 開催要項

テ ー マ ：「ネットワーク」を「アクション」につなぐ～ネットワークの活用、メリットの創出～
１

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組事例等
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。
また、これまで構築してきた総合型地域スポーツクラブの「ネットワーク」を地域課題の
解決に向けた具体的な「アクション」につなぐための機会とする。

２

主

催：公益財団法人日本スポーツ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）

３

主

管：九州ブロッククラブネットワークアクション実行委員会

４

後

援：スポーツ庁、熊本県、熊本県教育委員会、阿蘇市、阿蘇市教育委員会、公益財団法人熊本県体育協会

５

協

力：公益財団法人日本障がい者スポーツ協会

６

日

程：平成 30 年 11 月 17 日（土）

13：00～17：00（12：00～受付）

11 月 18 日（日）

9：20～12：30（8：50～受付）

７

会

場：
「阿蘇の司ビラパークホテル＆スパリゾート（フラワーホール）」
〒869-2225 熊本県阿蘇市黒川 1230

℡0967-34-0811

【最寄りバス停】カドリードミニオン前（徒歩 5 分）
※現在、熊本地震の影響により、阿蘇駅への鉄道が途中で寸断されているため、熊本駅または、
阿蘇くまもと空港より、九州横断バス（やまびこ号・くじゅう号・あそ号）をご利用ください。

８

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
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

９

内

１０

容：＜１日目＞
①共通プログラム：障がい者スポーツ
講演「陸上三段跳び日本一から車いす陸上へ」 株式会社祐和會 中尾 有沙 氏
②オリジナルプログラムⅠ
研修「非常事態発生！あなたならどうする？～運命のクロスロード～」
ながすクロスロード研究会 徳永 伸介 氏
・災害発生時等の非常時を想定した対応について、災害対応カードゲーム教材「クロス
ロード」を用いたワークを行う。
＜２日目＞
①オリジナルプログラムⅡ
パネルディスカッション「クラブ経営における Good idea! Nice idea!」
・７つのブースに分かれ、熊本県のクラブの特色ある取組を紹介する。
「部活動の受け皿」
「特色あるイベント」「特色ある教室」「復興事業」「活動施設」
「他団体との連携」「人材の育成・活用」
②日本スポーツ協会からの情報提供
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。

１１

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、バスケットボール、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 30 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。
公益財団法人日本スポーツ協会 地域スポーツ推進部 クラブ育成課
TEL：03-3481-2278

FAX：03-3481-2284

※本ネットワークアクションは、東京 2020 応援プログラム(スポーツ・健康)として実施します。

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/
公益財団法人日本スポーツ協会

九州ブロッククラブネットワークアクション2018 日程表
１日目［１１月１７日（土）］

２日目［１１月１８日（日）］

8:50

受付
9:20

〇オリジナルプログラムⅡ（120分）
パネルディスカッション
テーマ：『クラブ経営におけるGood idea!Nice idea!』
「部活動の受け皿」・「特色あるイベント」
「特色ある教室」・「復興事業」・「活動施設」
「他団体との連携」・「人材の育成・活用」
11:20

休憩・移動
11:30

日本スポーツ協会からの情報提供（30分）
12:00

12:00

閉会行事（30分）
受付

13:00

開会行事（20分）
13:20

○共通プログラム：障がい者スポーツ （90分）
講演：『陸上三段跳び日本一から車いす陸上へ』
講師：株式会社祐和會 中尾 有沙 氏

14:50

休憩
15:00

パネルディスカッションPRタイム（15分）
15:15

○オリジナルプログラムⅠ（90分）
研修：『緊急事態発生！あなたならどうする？』
～運命のクロスロード～
講師：ながすクロスロード研究会 徳永 伸介 氏
16:45
17:00

事務連絡等

12:30

「ネットワーク」を「アクション」につなぐ

九州ブロック
クラブネットワーク
アクション2018 in くまもと
平成30年11月17日 土 ～18日 日
※13時～開会（正午より受付開始）

場

所 / 阿蘇の司ビラパークホテル＆スパリゾート

〒869-2225 熊本県阿蘇市黒川1230

TEL 0967-34-0811

参加費 / 3,000円 / 人
※クラブネットワークアクション実施協力金として

３００

申 込 / 日本スポーツ協会オンラインフォームより

名様限定

https://e.japan-sports.or.jp/cms/form/event.php?eid=387

お一人様でも
お申込み可能

申込締切/平成30年10月19日（金）必着

充実のプログラムでお待ちしております！
～陸上三段跳び日本一から車いす陸上へ～

共通
プログラム

車いす陸上競技選手

中尾有沙氏による講演

災害対応カードゲーム教材を用いたグループワーク！

オリジナル
プログラム
①

非常事態にあなたならどうする？運命のクロスロード！

今が旬の７つのテーマでパネルディスカッション！

オリジナル
プログラム
②

クラブ経営における

Good idea ! Nice idea !

いっぱい学んだあとは、いっぱい笑おう！阿蘇の宴を開催！

情報
交換会

特別
プラン

詳しくは
お問合せ
ください

日時：11/17(土)18時～
会場：阿蘇の司ビラパークホテル＆スパリゾート
会費：5,000円 2次会会場も完備！(別途料金)
熊本を大満喫していただく特別宿泊プランをはじめ会場までの
シャトルバス、ご家族参加応援プランなど、別途ご用意！！！
問合せ：NPO法人火の山ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ(松本) TEL：090-8225-8057

主

催

主
後

管
援

協
力
お問合せ

公益団法人日本スポーツ協会
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）
九州ブロッククラブネットワークアクション実行委員会
スポーツ庁 熊本県 熊本県教育委員会 阿蘇市
阿蘇市教育委員会 公益財団法人熊本県体育協会
公益財団法人日本障がい者スポーツ協会
公益財団法人日本スポーツ協会 地域スポーツ推進部クラブ育成課
TEL 03-3481-2278 FAX 03-3481-2284

熊本県ではプロジェクトチームを発足し、準備を進めております！

どうせやるなら面白く！
必要感に迫ることを！
総合型ネットワークを活用して
“次へのアクション”につなげる
ネットワークアクション！

必見

～陸上三段跳び日本一から車いす陸上へ～
車いす陸上競技選手 中尾有沙 氏 による講演
テーマ：「障がい者スポーツ」
～プロフィール紹介～

そんな場づくりにチャレンジする
11月の阿蘇開催！
クラブ運営のヒントがたくさん！
皆さんの“アクション”が
クラブを育てる！！

九州ブロッククラブネットワークアクション2018inくまもと

プロジェクトリーダー 齋藤 久允 氏

１

中尾 有沙（なかお

２０１４年～ 株式会社祐和會 入社
レイクサイドクラブインストラクター
あそりく指導者
ゆ～かむインストラクター
２０１６年～ けがにより休職
２０１７年８月 職場復帰 勤務先「四季の里旭志」
＜競技成績＞
自己ベスト 走幅跳6m04cm（熊本県記録）
三段跳13m09cm（熊本県記録）
T54（切断・機能障害車いす）クラス
100m：18秒95、1500m：4分04秒56
第99回日本陸上競技選手権大会三段跳優勝
熊本県陸上競技選手権大会 三段跳10連覇、走幅跳9連覇
第28回日本パラ陸上競技選手権大会 2位
2017ジャパンパラ陸上競技大会3位
第17回全国障害者スポーツ大会 優勝

非常事態にあなたならどうする？運命のクロスロード！

－震災の教訓を生かすために作られた「クロスロード」－
「クロスロード」とは、阪神・淡路大震災で、災害対応にあたった神戸市職員へのインタビューをも
とに作成された、カードゲーム形式の防災教材です。
クロスロードの問題カードには、「3000人いる避難所で、2000食を確保した。この食糧を配るか配
らないか」など、どちらを選んでも何らかの犠牲を払わなければならないような「ジレンマ」が多数
あります。 参加者（プレーヤー）は、自分なりの理由を考え、苦心の末に「Yes」か「No」か、一
つだけを選び、グループ内で「Yes」または「No」を選んだ理由をそれぞれ聞くことで、多くの価値
観や視点に出会うことができます。

平成28年4月に発生した熊本地震後、同年10月に
熊本ではこの「クロスロード」を題材にした研修
会を行いました。
実際に被災した方も、そうでない方も、究極の選択を考
えることで「ジブンゴト」として考えることができたた
め、是非、九州ブロックの皆さんにも共有したいという
想いで、この研修をプログラムに組み入れました。
異常気象、自然災害、緊急事態となったとき
気を付けて
お越し下さい

あなたなら、どうしますか？

ありさ）

熊本県南阿蘇村出身 １９８７年１０月１３日生まれ（30歳）

２

クラブ経営における

Good idea ! Nice idea !

さまざまな地域課題を解決するため、熊本県
で活動する総合型地域スポーツクラブの特色
のある“旬”な取組をご紹介します。
ブース
１

部活動の受け皿

ブース
２

特色あるイベント

ブース
３

特色ある教室

ブース
４

復興事業

ブース
５

活動施設

ブース
６

他団体との連携

ブース
７

人材の育成・活用

熊本県のクラブが発表します！

九州ブロッククラブネットワークアクション2018 in 熊本
九州ブロッククラブネットワークアクション2018inくまもと

＼特別プランのご案内／
熊本のお・も・て・な・し

Category１

Category２

Category３

Category４

情報交換会
「阿蘇の宴」

無料
ｼｬﾄﾙﾊﾞｽ

特別
宿泊ﾌﾟﾗﾝ

阿蘇満喫
ｽﾋﾟﾝｵﾌ企画

Category１

大 情報交換会～阿蘇の宴～

馬刺しや辛子れんこんをはじめとした熊本名物も堪能いただくよう御準備しておりますので、おいしい食
事とお酒を酌み交わしながら、熱い情報交換会をお楽しみください！！

日時
会場
昨年度に引き続き・・・・

クラブPR動画
コンテスト2018 開催決定!!
※詳細は別紙をご覧ください。

Category２

会費

平成３０年１１月１７日（土）

１８：００～２０：３０（予定）
阿蘇の司ビラパークホテル＆スパリゾート

本館１階「大ホール」
飲み放題付き（お一人様）

５，０００円

※当日受付にて会費を徴収します。

申込
方法

ＮＰＯ法人火の山スポーツクラブあて、別紙申込書
をメールもしくはＦＡＸにて御提出ください。
※問合先、申込先は裏面に記載しております。

得 無料シャトルバス運行

熊本地震の影響により、阿蘇市へのアクセスは現在限られております。
そこで、皆さんにより安心して御来場いただけるよう、本県クラブが所有するバスを活用し、シャトルバスを御用意いたしました。
《発車予定時刻》
①11／17
熊本駅 10：00発
②11／18
ホテル 13：00発
※片道1時間30分～2時間程度

《往復ルート》

熊本駅

会場ホテル

利用
料金
申込
方法

無料

※移動時の事故等に対応するため、各自で保険に
ご加入いただきます。
※保険のご案内につきましては、予約完了された
方に別途お知らせします。

ＮＰＯ法人火の山スポーツクラブあて、別紙申込書
をメールもしくはＦＡＸにて御提出ください。
※問合先、申込先は裏面に記載しております。

※定員に達し次第、受付を終了させていただきます。

Category３

特 別価格！！宿泊プラン

ネットワークアクション2018及び情報交換会会場である「阿蘇の司ビラ
パークホテル＆スパリゾート」への宿泊を今回、特別価格にて御案内
します！！数に限りがございますので、お早めにお申込みください。

1名1室利用
２名1室利用
３名1室利用
４名1室利用

価格

９，５００円／人
７，０００円／人
７，０００円／人
６，０００円／人

※５名１室以上の利用を御希望の方は下記問合せ先にお電話ください。

上記全て１泊朝食付きの特別価格です!!
ＮＰＯ法人火の山スポーツクラブあて、別紙
申込書をメールもしくはＦＡＸにてお申込み
ください。

申込
方法

※支払方法は選択できます。詳細は申込書で御確
認ください。

Category４

家族サービス 応 援 プラン
～阿蘇の大自然を満喫！！！！～
毎週クラブのイベントが
あって家族サービスも
できてないなー…汗

参加したいけど
子どもがいるし･･･
うーん…泣

…こんな方いませんか！？今回ズバリ「家族サービス応援プラン」を御用意しました!!
ネットワークアクションのプログラム実施中、ご家族、お子様をお預かりして阿蘇の観光を行います♪
総合型地域スポーツクラブの理解促進のためにも、家族で参加してみませんか？？

例

お父さんはネットワークアクションへ参加。
お母さんとお子さんは家族サービス応援プランへ参加。

《お父さん》
11／17（土）
13：00～17：00
ネットワークアクションに参加

《お母さん・子ども》
11／17（土）
13：30～17：00
家族サービス応援プランに参加

ー17：00～家族で夕食、家族団らん♪ー
《お父さん》
11／18（日）
9：00～12：30
ネットワークアクションに参加

《お母さん・子ども》
11／18（日）
9：00～12：00
家族サービス応援プランに参加

大人 2,000円
小人 1,000円（小１年～中３）

参加費

※参加料は当日徴収します。
※子どもだけ、大人だけの参加も受付可能です。

【訪問予定地】
阿蘇神社、大観望、阿蘇火山火口、
白川水源、阿蘇大橋 など
阿蘇方面の観光名所目白押し!!
地元スタッフがご案内します♪

ー12：30～家族で阿蘇観光、帰宅ー

＼特別プランのお申込み・お問い合わせについて／
主催

熊本県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会
（SCS火の国クラブネット）

問合せ・申込先
申込締切

Tel

090-8225-8057

Fax 0967－32－1441

担当

NPO法人火の山スポーツクラブ
クラブマネジャー 松本久義

✉ nbuob@yahoo.co.jp
Faxの場合は、受信確認のお電話をお願いします。

平成30年10月19日（金）必着

情報交換会は11/10以降はキャンセル料が発生します。
予め御承知おきくださいませ。

※「クラブネットワークアクション2018inくまもと」への参加及び実施協力金の振込先は日本スポーツ協会
になりますので、お間違いのないようお申込みください。

