
 

 
 

東北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：「総合型地域スポーツクラブからの地域リノベーション（変革）」  

 

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。また、他スポーツ団体はじめ行政、地域組織・団体、民間企業など多様

な主体と連携・協働しながら総合型クラブが公益性の高い「社会的な仕組み」として発展することを

目指す。 

 

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）  

 

主 管：東北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 青森県 青森県教育委員会 弘前市 弘前市教育委員会 公益財団法人青森県体育協会  

 

協 力：日本障がい者スポーツ協会 

 

日 程：平成 30年 11月 24日（土）13時～17時 30分（受付：12時 30分～）  

平成 30年 11月 25日（日）9時～12時（受付：8時 30分～）  

 

会 場： 「土手町コミュニティパーク」 

〒036-8182 青森県弘前市土手町 31番地 TEL:0172-31-5755 

【JR弘前駅より】徒歩 約 30分 自動車 約 5分 

【土手町循環バス】弘前駅乗車 下土手町下車 約１分 

【東北自動車道】大鰐･弘前 ICより 約 20分 黒石 ICより 約 25分 

 

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、スポーツ推進委員、スポーツ少年団関係者、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日本スポーツ協会が認めた者  

 

 内 容：＜1日目＞ 

●日本スポーツ協会からの情報提供 

●共通プログラム「障がい者スポーツの普及と総合型地域スポーツクラブの連携」 

講師：中嶋 実樹 弘前大学教育学部附属特別支援学校 

事例発表：須藤 由貴奈 弘前大学教育学部附属特別支援学校 



 

●「どうする人口減少！～クラブとして地域のために何に取り組むのか～」 

・情報提供：「人口減少が地域の暮らしに与える影響」 

講師：李 永俊（イ ヨンジュン）弘前大学人文社会科学部地域未来創生センター長 

・グループディスカッションテーマ「地域は将来どうなっていくのか？」 

コーディネーター：土井 良浩 弘前大学 大学院地域社会研究科 准教授 

 

＜2日目＞ 

●ブロック独自テーマ「クラブからの地域リノベーション(変革)」 

・事例発表：スポーツによって地域を活性化した取り組みを紹介 

①（公財）日本スポーツ協会 ②向陽台総合型地域スポーツ・文化クラブ 

③（一社）さんのへスポーツクラブ Enjoy 

●グループディスカッションテーマ「地域課題×スポーツ」を考える。 

   コーディネーター：土井 良浩 弘前大学 大学院地域社会研究科 准教授 

 

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。  

 

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、バスケットボール、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 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、日本スポーツ協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 



 

東北ブロッククラブネットワークアクション（NWA）2018 日程表 

会場：青森県弘前市「土手町コミュニティパーク」  

 １日目［１１月２４日(土)］ ２日目［１１月２５日(日)］  

  受付 8:30 

「クラブからの地域リノベーション(変革)」（60 分） 

事例発表：スポーツによって地域を活性化した取り組みを

紹介 

①（公財）日本スポーツ協会「地域課題を解決した取り組み」 

②向陽台総合型地域スポーツ・文化クラブ 

「少子化課題を解決した取り組み」 

③（一社）さんのへスポーツクラブ Enjoy 

「高齢社会課題を解決した取り組み」 

9:00 

休憩 10:00 

グループディスカッション：テーマ「地域課題×スポーツ」

を考える。（80 分） 

ファシリテーター：土井 良浩  

10:10 

クラブ宣言、全体での記念写真（20 分） 11:30 

まとめ・閉会の挨拶（10 分） 

次回開催県挨拶 

11:50 

12:30 受付 終了 12:00 

13:00 開会式（20 分） 

・開会あいさつ：青森県協議会会長、高橋実行委員長 

・主催者あいさつ：日本スポーツ協会 

・歓迎のあいさつ：弘前市長（予定） 

・プログラムの趣旨説明、日程等諸連絡 

 

13:20 日本スポーツ協会からの情報提供（30 分） 

13:50  共通プログラム（60 分）「障がい者スポーツの普及と総合

型地域スポーツクラブの連携」 

講師：中嶋 実樹(弘前大学教育学部附属特別支援学校) 

事例発表：須藤 由貴奈（弘前大学教育学部附属特別支援

学校） 

14:50 休憩 

15:00 「どうする人口減少！～クラブとして地域のために何に

取り組むのか～」（140 分） 

・情報提供：「人口減少が地域の暮らしに与える影響」 

講師：李 永俊（イ ヨンジュン）（弘前大学人文社会科学

部地域未来創生センター長） 

・グループディスカッション：テーマ「地域は将来どうな

っていくのか？」 

ファシリテーター：土井 良浩（弘前大学大学院地域社会

研究科准教授） 

17:20 事務連絡（10 分） 

17:30 １日目終了 

 



東北ブロッククラブネットワークアクション２０１８ 特別プログラム 

 

【特別プログラム】※各プログラムに係る参加費は、当日徴収いたします。 

No. 日時 内容 場所 

① １１月２３日(金) 

１６時～１８時 

【クラブ訪問ツアー①】 

商業施設の指定管理？！ 

スポネット弘前指定管理施設「ヒロロスクエ

ア見学」イベントスペースの活用 

介護保険関連高齢者トレーニング教室 

ヒロロスクエア ３階 

キャッスルホテル 1５：５０集合 

② １１月２３日(金) 

１９時～２１時 

【前夜祭企画】 

クラブ交流会！ 

前日入りの皆さんはここに集まろう！ 

かだれ横町ホール 

キャッスルホテル１８：５０集合 

③ １１月２４日(土) 

5 時～7 時 

【活動体験プログラム①】 

弘前は朝から熱い！ 

弘前公園ランニングクラブへの参加 

弘前公園ラジオ体操への参加 

※ラジオ体操のみ参加の場合は 6 時半まで

に弘前城本丸天守閣まできてください。 

弘前市役所前 

キャッスルホテル前 4：45 集合 

④ １１月２４日(土) 

9 時～1１時 

弘前は観光地です！ 

【観光企画】※定員 10 名 

観光したい人はこちら！弘前観光ツアー 

（かっちゃと歩くレトロ洋館・土手町ぶらぶ

ら散歩） 

参加費：1 人 2,000 円  

弘前市内見学 

キャッスルホテル前 8：45 集合 

 

※お昼ご飯は紹介したお店をご自

由にご利用ください。 

⑤ １１月２４日(土) 

９時～11 時 

勉強したい人はこちら! 

【クラブ訪問ツアー②】 

リベロスポーツクラブ「専用サッカー場」 

自作体操施設！「体操教室アスリートクラブ 

スポネット弘前活動プログラム 

キッズスポーツ広場＆ソフトボール教室 

リベロスポーツクラブ 

アスリートクラブ 

弘前市立朝陽小学校 

キャッスルホテル８：45 集合 

  

 

⑥ １１月２４日(土) 

20 時半～21 時 

ディープな弘前の歓楽街を探検してみよ

う！夜の繁華街散策 ※定員 10 名 

ガイド：弘前路地裏探偵団 

参加費：1 人 1,000円(おみやげ付き) 

鍛冶町界隈 

 かだれ横町前 20：20 集合 

⑦ １１月２５日(日) 

6 時～7 時半 

【活動体験プログラム②】 

早朝スポーツパーク開催！ 

(ラジオ体操、観光ランニング、観光ウォー

キング) 

弘前公園 

 キャッスルホテル 6：00 集合 

※各種プログラムの申込みを希望する場合は、日本スポーツ協会オンラインフォームよりお申し込みください。 

なお、申込の際には、本紙面が必要となります。 

※特別プログラムについては、下記連絡先までお問い合わせください。 

 

連絡先：ＮＰＯ法人スポネット弘前事務局 

【TEL】0172-32-6523 【E-mail】info@sponet-h.com 




