九州ブロッククラブネットワークアクション 2019 in みやざき 開催要項
～

わたしたちのまちの未来と総合型地域スポーツクラブ

～

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、地域の課題解決に資するために、「まちや学校との協力・連携」に焦点を
あて、「わたしたちのまちの未来と総合型地域スポーツクラブ」の在り方について
考える。

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、宮崎県（予定）、宮崎県教育委員会（予定）、
公益財団法人宮崎県体育協会、宮崎市

５．日

時：２０１９年１１月 ９日（土） 13:00～17:00（12:30～受付）
１１月１０日（日） 9:00～12:00（8:30～受付）

６．会

場：ホテル ニューウェルシティ宮崎
〒880-0879 宮崎市宮崎駅東１丁目２番地８
☎0985-23-3311 fax0985-25-1262
最寄り駅：「JR 宮崎駅」徒歩 3 分

７．参加対象者：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当協会が認めた者
８．内

容：〈１日目〉
① 共通プログラム
「総合型クラブ登録・認証制度の創設に向けた情報共有」
② オリジナルプログラムⅠ－①
講演：「これからの総合型が地域で必要とされるためには」
～学校と地域との融合～
③ オリジナルプログラムⅠ－②
パネルディスカッション：「総合型クラブと学校との連携・融合」
〈２日目〉
①
オリジナルプログラムⅡ
テーマ別研修：「地域に必要とされるクラブをめざして」
「学校との連携」・「子どもたちのスポーツ活動」・「クラブの組織運営」・
「高齢社会に向けて」
② 日本スポーツ協会からの情報提供
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９．ネットワークアクション実施協力金：3,000 円（税込）
＜実施協力金納入方法＞
日本スポーツ協会オンラインフォームから申込後、「3,000 円×参加者人数」を 11 月 1 日
（金）までに下記指定口座へお振込ください。入金後にキャンセルされても、ネットワー
クアクション実施協力金はお返しできません。予め御了承ください。また、振込手数料は
御負担願います。
※２日間のプログラムで、１日目と２日目で参加者が異なる場合は、人数分の実施協力金
の振込をお願いします。
＜振込先＞

三菱 UFJ 銀行 渋谷支店 普通 3085407 公益財団法人日本スポーツ協会
※振込人名義は必ず、「９＋団体名」としてください。
（団体名の前に数字の９を入れてください）

１０．参加申込方法：日本スポーツ協会オンラインフォームからお申し込みください。
日本スポーツ協会ホームページ（http://www.japan-sports.or.jp/）
⇒総合型地域スポーツクラブ⇒「ブロック別クラブネットワークアクション」
⇒九州ブロックの参加申込フォーム
※申込締切：10 月 18 日(金)
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、当協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）本研修会の参加により、クラブマネジャー他、日本スポーツ協会公認スポーツ指
導者資格の更新研修を修了したことになります。(全プログラムに参加することを
条件とします)
なお、テニス資格は 2 ポイント、バウンドテニス資格は 1 ポイント、チアリーデ
ィング（コーチ 3 のみ）資格は都道府県体育・スポーツ協会実施の 1 回分の実績
となりますが、別途、資格毎に定められたポイント獲得や研修受講などの要件を
満たす必要があります。
ただし、次の資格については、更新研修を修了したことにはなりません。
[水泳、サッカー、スノーボード、バスケットボール、バドミントン、剣道、空手
道、エアロビック（コーチ 4 のみ）、スクーバ・ダイビング、プロゴルフ、プロ
テニス、プロスキー、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]（2019 年 4 月 1 日現在）
詳細は日本スポーツ協会のホームページをご確認ください。
（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、当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：03-6910-5815
FAX：03-6910-5820

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！
- 2 http://www.japan-sports.or.jp/fair/
公益財団法人

日本スポーツ協会

九州ブロック別クラブネットワークアクション2019
日程表
令和元年7月12日現在

１日目 〔１１月９日(土)〕

２日目 〔１１月１０日(日)〕
受付
〇オリジナルプログラムⅡ(45分)
分科会（１回目）
テーマ:『地域に必要とされるクラブをめざして』
①「学校との連携」
②「子どもたちのスポーツ活動」
③「クラブの組織運営」
④「高齢社会に向けて」

8:30
9:00

9:45

休憩・移動
〇オリジナルプログラムⅡ(45分)
分科会（２回目）
テーマ:『地域に必要とされるクラブをめざして』
①「学校との連携」
②「子どもたちのスポーツ活動」
③「クラブの組織運営」
④「高齢社会に向けて」
休憩・移動

9:55

10:40
10:50

○分科会まとめ（２０分）
11:10

○日本スポーツ協会からの情報提供（30分）
11:40

閉会行事（20分）
12:00
12:30
13:00

受付
開会行事（15分）

13:15

○共通プログラム（６０分）
テーマ
『総合型クラブ登録・認証制度の創設に向けた情報共有』
14:15
14:30

休憩
〇オリジナルプログラムⅠ－①（６０分）
講演
『これからの総合型が地域で必要とされるためには』
～学校と地域との融合～
講師：渡邊 優子 氏

15:30
15:40

休憩
〇オリジナルプログラムⅠ－②（６０分）
パネルディスカッション
テーマ
『総合型クラブと学校との連携・融合』

16:40

事務連絡等（20分）
17:00

九州ブロック

申込方法）日本スポーツ協会オンラインフォームより
※日本スポーツ協会の資格の更新研修となります。

＜１日目＞ １３：００〜１７：００
共通プログラム
「総合型クラブ登録・認証制度の
創設に向けた情報共有」
オリジナルプログラム I−①
講演「これからの総合型が
地域で必要とされるためには」
〜学校と地域との融合〜
講師：渡邊 優子氏
オリジナルプログラム I−②
パネルディスカッション
「総合型クラブと学校との連携・融合」
情報交換会♬
９日（土）１８：００より

会場：ホテルニューウェルシティ宮崎
会費：５，０００円（当日受付にて徴収）
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＜２日目＞ ９：００〜１２：００
オリジナルプログラムⅡ
分科会
「地域に必要とされるクラブをめざして」
①「学校との連携」
②「子どもたちのスポーツ活動」
③「クラブの組織運営」
④「高齢社会に向けて」
☆入替制で２つの分科会を選択できます

日本スポーツ協会からの情報提供
九州管内のクラブネットワー
クを生かし、今後更にクラブが
地域にとって必要とされ豊かな
まちづくりの一翼を担う組織へ
と成長出来る学びの場となるよ
う皆様のご参加を心よりお待ち
しております♪

お問合せ : 公益財団法人日本スポーツ協会
催 ： 公益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
総合型地域スポーツクラブ全国協議会
TEL 03-6910-5815
（SC 全国ネットワーク）
FAX 03-6910-5820
援 ： スポーツ庁 / 宮崎県（予定）/ 宮崎県教育委員会（予定）
公益財団法人宮崎県体育協会 / 宮崎市 （予定）

講演「これからの総合型が地域で必要とされるためには」
講師／渡邊

優子（NPO 法人希楽々

理事長）

平成 10 年より神林村体育指導委員、現在はスポーツ推進委員としても活動。
平成 16 年より、かみはやし総合スポーツクラブ希楽々クラブマネジャーとし
て活躍。県内の様々な審議会委員も務め平成 29 年にはスポーツ庁運動部活動
の在り方に関する総合的なガイドライン作成検討委員へ抜擢。
近年では、にいがた生涯学習県民フォーラム 2018 でのパネリストや各県で
のクラブ研修会での講師等全国各地で講師歴多数。
＜主な表彰・資格等＞
H.26 文部科学大臣表彰／一級建築士／日本スポーツ協会公認クラブマネジャー

パネルディスカッション「総合型クラブと学校との連携・融合」
「これからの総合型が地域で必要とされるためには」の講演をうけ、地域や学校現場の方々・有識
者の方に登壇いただきクラブの今後を深掘りしていきます。

〔

コーディネーター 〕
内田 満
（九州共立大学）

テーマ別研修

〔

パネリスト 〕
森 慎一郎 （NPO 法人 N スポーツクラブ）
谷口 勇一 （大分大学）
渡邊 優子 （NPO 法人希楽々）
尾﨑 城夫 （串間中学校）

分科会 「地域に必要とされるクラブをめざして」

地域環境の変化や時代の流れにより、地域での課題やニーズも日々うつり変わっていきます。
クラブにとって大切な「変わらないものと変わっていくもの」を様々な分野から学び活かしていくこ
とで、地域にとって更に必要とされるクラブへと成長出来る機会へ繋がることを目指します。

〔 テーマ 〕
〔 発表者 〕
①「学校との連携」
渡邊 優子／ NPO 法人希楽々
②「子どもたちのスポーツ活動」尾曲 ともみ／ NPO 法人都城ぼんちスポーツクラブ
③「クラブの組織運営」
太田 敬介／ NPO 法人 SCC
④「高齢社会に向けて」
日吉 眞理子／けいめい記念病院健康支援センター
会場情報
＜ホテルニューウェルシティ宮崎＞
〒８８０−０８７９
宮崎県宮崎市宮崎駅東一丁目２番地８
ＴＥＬ：０９８５（２３）３３１１
・ＪＲ宮崎駅東口
・宮崎空港から
・宮崎ＩＣより

ーーー 徒歩３分
ーーー ＪＲで１０分
タクシーで２０分
ーーー 車で２０分

