四国ブロッククラブネットワークアクション 2019 開催要項
テ ー マ ：スポーツを通じた地域コミュニティの創造
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、総合型地域スポーツクラブのより一層の質的向上を目的とした施策である「登録・
認証制度」について情報共有を行うとともに、プロスポーツとの連携や地域と一体となった
総合型地域スポーツクラブの在り方について講演やグループワークを通し知見を深める。

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 ：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

４．後

援 ：スポーツ庁

５．日程・会場：2019 年 11 月 9 日（土）13 時～17 時 20 分（受付：12 時 30 分～）
11 月 10 日（日） 9 時～12 時

（受付： 8 時 30 分～）

「高知サンライズホテル 向陽ＡＢ、はつひ」
(ＪＲ高知駅から路面電車で 5 分「大橋通り電停」で下車。徒歩１分。)
〒780-0870

高知県高知市本町 2 丁目 2-31

TEL：088-822-1281

６．参加対象者：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
７．内

容

：＜１日目＞
【事例発表】
「成長のカギは地域の特性を生かしたクラブづくりと行政との連携」
NPO 法人 海陽愛あいクラブ（徳島県）クラブマネジャー 靏 真美
「都会派総合型地域スポーツクラブウェルネスファムのかたち」
一般社団法人ウェルネスファム （香川県） 事務局長 平井 郁子 氏

氏

【講演「プロスポーツと地域スポーツとの連携」】
講師：一般財団法人 どんぐり財団 よろずや広島北
ゼネラルマネジャー 関口 昌和 氏
＜２日目＞
【講演・グループワーク】
（講演）
「総合型地域スポーツクラブの現状と課題及び解決策の検討」
～「一部のひと」から「みんな」のスポーツへ～
講師：特定非営利活動法人 しまもとバンブークラブ 理事
国立大学法人大阪教育大学附属高等学校平野校舎
教諭 松田 雅彦 氏
（グループワーク）
ファシリテーター：松田 雅彦 氏・関口 昌和 氏
８．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×参加者数分」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、
「８＋団体名」としてください。
（団体名の前に数字の８を入れてください)
９．参加申込方法：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」
⇒四国ブロックの参加申込フォーム
申込締切：2019 年 10 月 25 日（金）

１０．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！
http://www.japan-sports.or.jp/fair/
公益財団法人日本スポーツ協会

四国ブロッククラブネットワークアクション2019

日程

令和元年11月９日（土）・10日（日）

場所

高知サンライズホテル

住所
時間

11月9日

高知市本町2-2-31
時間

11月10日

8:30 ～ 9:00 受付

9:00 ～ 11:45

四国ブロック独自プログラム③
〇講演・グループワーク・発表
「総合型地域スポーツクラブの現状と課題及び
解決策の検討」
～「一部のひと」から「みんな」のスポーツへ～
（講演）
講師
・松田雅彦 氏
（グループワーク）
ファシリテーター
・松田雅彦 氏
・関口昌和 氏

11:45 ～ 12:00 まとめ・閉会行事・解散

12:30 ～ 13:00 受付

13:00 ～ 13:15 開会行事
13:15 ～ 14:15

四国ブロック独自プログラム①
〇事例発表（各30分）
＊NPO法人 海陽愛あいクラブ（徳島県）
「成長のカギは地域の特性を生かしたクラブつくりと
行政との連携」
＊一般社団法人ウェルネスファム（香川県）
「都会派総合型地域スポーツクラブウェルネスファム
のかたち」

14:15 ～ 14:25 休憩
14:25 ～ 15:25

四国ブロック独自プログラム②
〇講演
「プロスポーツと地域スポーツとの連携」
講師 関口昌和 氏

15:25 ～ 15:45 休憩
15:45 ～ 16:45

日本スポーツ協会共通プログラム
〇「総合型クラブ登録・認証制度の創設に向けた
情報共有」

16:45 ～ 17:15 日本スポーツ協会より 情報提供
17:15 ～

事務連絡

スポーツを通じた
地域コミュニティの創造

開催日 ：令和元年１１月 ９日（土） １３：００～１７：２０（受付１２：３０～）
１１月１０日（日）
９：００～１２：００（受付 ８：３０～）
会 場 ：高知サンライズホテル 向陽 AB・はつひ （ J R 高知 駅か ら 路面 電 車 で ５ 分
「 大 橋 通 り電 停」 で下 車 。徒 歩１ 分）

〒780-0870
高知県高知市本町２丁目２－３１
TEL 088-822-1281
参加費 ：３，０００円/人（税込） ※実施協力金として
対 象 ：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
主 催
主 管
後 援
問合先

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
：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）
：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
：スポーツ庁
：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

申込方法：公益財団法人日本スポーツ協会ホームページからお申し込みください。
申込締め切り：令和元年１０月２５日（金）
宿泊について：同会場で宿泊を希望する場合は、別紙宿泊申込書により申し込みをお願いします。
数に限りがあります。

☆ 全プログラムに参加することにより、公益財団法人日本スポーツ協会公認スポーツ指導者のための更新
研修となります。（詳細は開催要項をご覧ください。）

【１日目】

１１月９日（土）

12：30 受付開始
13：00 開会行事
13：15 事例発表
「成長のカギは地域の特性を生かしたクラブつくりと行政との連携」
NPO 法人

海陽愛あいクラブ（徳島県）クラブマネジャー

靏 真美氏

「都会派総合型地域スポーツクラブウェルネスファムのかたち」
一般社団法人 ウェルネスファム（香川県）事務局長

平井

郁子氏

14：25 講演
「プロスポーツと地域スポーツとの連携」
講師：一般財団法人どんぐり財団 よろずや広島北 ゼネラルマネジャー 関口 昌和氏
15：45 日本スポーツ協会

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」
16：45 日本スポーツ協会より情報提供
17：20 終了予定

【２日目】
8：30

受付開始

9：00

講演+グループワーク

１１月 10 日（日）

「総合型地域スポーツクラブの現状と課題及び解決策の検討」
～「一部のひと」から「みんな」のスポーツへ～
講師：特定非営利活動法人 しまもとバンブークラブ 理事
国立大学法人大阪教育大学附属高等学校平野校舎

教諭 松田 雅彦氏

ファシリテーター：松田 雅彦氏・関口 昌和氏
11：45 まとめ・閉会行事・解散

せっかくおらんくに集まったがやき、みんなぁーで
ぐっすりやらんかよ！！
日時：令和元年１１月９日（土） １８：３０～
場所：高知サンライズホテル（高知市本町 2 丁目 2-31）
会場 TEL：088-822-1281
会費：５，０００円（受付時徴収）
※懇親会のみの参加も可能です。

四国ブロッククラブネットワークアクション2019
宿泊お申込書
送信先：FAX088-884-0911
㈱日本旅行高知支店 宮本直樹 行
お申込代表者お名前

連絡先
TEL

ご所属名

FAX

ご請求書・領収書等お送り先住所・宛名

宿泊ホテル：高知サンライズホテル
高知県高知市本町２丁目２−３１
ホテル宿泊利用人数

おひとり8,910円

電話：088-822-1281 チェックイン 15：00～

お車の利用
名

宿泊者お名前

１泊朝食付き

あり(

台）・なし

※宿泊代と別途、駐車場代800円/台

が必要です。

禁煙・喫煙

禁煙・喫煙

禁煙・喫煙

禁煙・喫煙

禁煙・喫煙

禁煙・喫煙

禁煙・喫煙

禁煙・喫煙

禁煙・喫煙

禁煙・喫煙

禁煙・喫煙

禁煙・喫煙

禁煙・喫煙

禁煙・喫煙

お申込・お問い合わせ

※お申込後のキャンセル料規定は以下の通りです

宿泊前日から起算してさかのぼって

取消料

㈱日本旅行高知支店

7日前から2日前まで

30%

担当：宮本直樹

旅行開始日前日

50%

電話：088-884-0910

旅行開始日当日

100%

FAX:088-884-0911

旅行開始後または無連絡不参加

100%

住所：780-0053
高知市駅前町1-8
第7駅前観光ビル2階
営業時間：月～金 9：30～17：30
土・日・祝 休業

