
 

関東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 ：『 未来に向けたクラブの運営 ～地域スポーツのあり方を考える～ 』 

 

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。 

併せて、第 2 期スポーツ基本計画の具現化を目指し、登録・認証制度について理解を深め

るとともに、地域スポーツのあり方を考える場とする。総合型クラブの今日的課題である

「未来に向けたクラブの運営」に焦点を当て、現場目線の現実的なディスカッションを通

し、クラブの存在意義も再考する。 

       

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 ：関東ブロッククラブネットワークアクション 2019 実行委員会 

 

４．後 援 ：スポーツ庁 

 

５．日程・会場：令和元年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) 

        富士吉田市民会館 小ホールほか 

        〒403-0013 山梨県富士吉田市緑が丘２－５－２３   ℡0555-23-3100 

        最寄り駅：富士急行線「月江寺駅」徒歩３分  

       中央自動車道富士吉田線「河口湖ＩＣ」より１０分 

  

 

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＞   

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関東ブロックプログラム：意見交換「登録・認証制度について」 

③日本スポーツ協会からの情報提供        

      ＜２日目＞ 

① 講 演「地域に密着したクラブづくり」 

講師 山梨クイーンビーズ 代表理事  芦澤 薫 氏 

② 情報交換「5～10 年後のクラブ像について（ヒト・モノ・カネ・後継者など）」 

 

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 5 日(火)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

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、「３＋団体名」としてください。 

（団体名の前に数字の３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」 

⇒関東ブロックの参加申込フォーム  ※申込締切：10 月 31 日（木） 

 

※宿泊の用意が 100 名あります。宿泊を希望される方は、別紙案内をご確認の上申し込みください。 

 

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。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 

http://www.japan-sports.or.jp/
http://www.japan-sports.or.jp/


 

関東ブロッククラブネットワークアクション2019 日程表 

場所：富士吉田市民会館小ホール 他 
 

時 間 1日目 11/9（土） ２日目 11/10（日） 時 間 

    

受付開始 8時30分 

独自プログラム（90分）山梨ＱＢ代表理事 芦澤薫氏 

講演「地域に密着したクラブづくり」 

9時00分 

休憩・移動 10時30分 

独自プログラム（70分） 情報交換（分科会×６） 

テーマ「5～10年後のクラブ像について」 

（ヒト、モノ、カネ、後継者など） 

10時40分 

 

閉会式（10分） 11時50分 

 

2日目終了 12時00分 

    

12時30分 受付開始 

13時00分 開会式（15分） 

13時15分 共通プログラム（60分） 

「総合型クラブ登録・認証制度の創設に向けた情報共有」 

14時15分 休憩 

14時30分 ブロック独自プログラム（90分） 

意見交換「登録・認証制度ついて」 

小人数ｸﾞｰﾙﾌﾟﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ (60分)(6人×20ｸﾞﾙｰﾌﾟ) 

全体での意見交換（30分） 

 

 

16時00分 休憩  

16時15分 日本スポーツ協会からの情報提供（30分） 

16時45分 事務連絡 

17時00分 1日目終了 

 



 

「未来に向けたクラブの運営～地域スポーツのあり方を考える」 

 

世界遺産「富士山」の麓、富士吉田市で、日本一の富士山を眺めながら、地域スポーツのこと、

これからの総合型クラブのことを話し合いませんか。皆さんの参加をお待ちしています！ 

 

 

11月 9日（土）～10日（日） 
会場：富士吉田市民会館小ホール 富士吉田市緑が丘 2-5-23 

 

 11/9                    11/10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参加料：３，０００円/人 ※ネットワークアクション実施協力金として 

※申し込み  

日本スポーツ協会ＨＰのオンラインフォームより    会場最寄り駅：富士急行線「月江寺駅」徒歩３分  

お申し込みください。                中央自動車道富士吉田線「河口湖ＩＣ」より１０分 

https://e.japan-sports.or.jp/cms/form/event.php?eid=460  

問い合わせ先 ： 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 ℡03-6910-5815 

in 山梨県 

 

 

１３：１５～ 

「総合型クラブ登録・認証制度創設に向けた情

報共有」 

１４：３０～ 

意見交換「登録・認証制度について」 

（少人数でのグループディスカッション） 

９：００～  

「地域に密着したクラブづくり」 

山梨クイーンビーズ 代表理事 芦澤 薫氏 

１０：４０～ 

情報交換「5～10年後のクラブ像について」 

（ヒト・モノ・カネ・後継者など） 

 

 

 

 

1. 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） 

2.主 管  関東ブロッククラブネットワークアク 

ション実行委員会 

総合型地域スポーツクラブ山梨(SC 山梨) 

3.後 援  スポーツ庁 

 



 

 

 

 

 

今年のネットワークアクションは多くの皆さんと情報交換出来るプログラムを考えました。 

分科会での人数割を行うためなど、お手数ですが①～③の事項にもご回答をお願いします。 

 

① ご自身のクラブの会員数 （2日目分科会のグループ分けの資料とするため） 

② ご来場の方法 自家用車 or電車 （駐車台数が限られているので案内等するため） 

③ 情報交換会への参加予定 

 

 

 

 

 

 

 夜は、美味しい料理と美味しいお酒を呑み交わしながら、熱い情報交換をお楽しみください。 

多くの方のご参加をお待ちしています。 

 

会 場：ホテル鐘山苑「シンフォニーホール」 

     〒403-0005 富士吉田市上吉田 6283 

     ＴＥＬ 0555-22-3935 

 会 費：6，０００円（税・サ込） 2時間飲み放題 （会場で徴収します） 

 送 迎：下記宿泊施設とは会場が異なるため宿泊者は、宿舎と会場間を無料で送迎いたします。 

 

 

 

 

 

 

 世界遺産「富士山」の麓での土日の会議ですので、宿泊ホテルを用意いたしました。 

数に限りがありますので、宿泊をご希望の方は別紙「宿泊申込書」によりお申し込みください。 

 

 宿泊先：ビジネスホテル登り坂 

     〒401-0301 南都留郡富士河口湖町船津 6832 

     ＴＥＬ 0555-72-5300 

 料 金：９，５００円（税・サ込） シングル １泊朝食付き 

 部屋数：100室を確保してありますが、受付は先着順とさせていただきます。 

 問い合わせ・申込先：富士急トラベル株式会社 富士吉田支店  担当 加藤・米山 

           ＴＥＬ 0555-21-1052 平日 10：00～17：00 

宿泊のご案内 

申し込み時のお願い 

情報交換会のご案内 



　２０１９年１１月９日（土）に実施されます関東クラブネットワークアクション２０１９に参加されます
皆様のご便宜をお図りするため、宿泊のご案内を富士急トラベル株式会社 富士吉田支店が担当
させていただくことになりました。
　宿泊をご希望の方は必要事項（別紙宿泊お申込書）をご記入の上、FAXにてお申込ください。

■宿泊日 ２０１９年１１月９日（土）

■宿泊条件 1泊朝食付、サービス料・税金込　　大人お一人様あたりのご旅行代金

■添乗員 同行いたしません。

宿泊当日は、所属名・宿泊者氏名をフロントにお申し出いただき、

チェックインしてください。

■最少催行人数 １名様よりお受付けいたします。

■宿泊ホテル

食　事 お部屋タイプ

※確保部屋数には限りがありご希望に添えないこともございますのでご了承ください。

■キャンセル料

■お申込・問い合わせ先

　 富士急トラベル株式会社　富士吉田支店 担当：加藤・米山
   TEL：0555-21-1052    FAX：0555-23-4309
   〒403-0005　山梨県富士吉田市上吉田2-5-1　Q-STA2F　　
　 受付時間：月～金/10：00～17：00　土日祝祭日/休業

ホテル名

ビジネスホテル登り坂

関東ブロッククラブネットワークアクション２０１９

～宿泊お申込み手続きのご案内～

7日前から2日前まで 30%

シングル ９，５００　円

宿泊前日から起算してさかのぼって 取消料

ご旅行代金

1泊朝食付

旅行開始日前日

旅行開始日当日

旅行開始後または無連絡不参加

50%

100%

100%



※禁煙・喫煙部屋は状況によっては、ご希望に沿えないこともございます。何卒ご了承ください。
※お申し込み後のキャンセル料規定は以下の通りとなります。

【お申込先】
富士急トラベル株式会社　富士吉田支店 担当：加藤・米山
〒403-0005　山梨県富士吉田市上吉田2-5-1　Q-STA2F　
TEL：0555-21-1052　FAX：0555-23-4309
（受付時間）月～金/10：00～17：00　土日祝祭日/休業

関東ブロッククラブネットワークアクション2019　宿泊申込書

ご記入日：　　　　　月　　　　　　　日

取消料

30%

50%

（ﾌﾘｶﾞﾅ）

（ﾌﾘｶﾞﾅ）

　TEL：　　　　　   　　　  　 -　　　　　　　　　　　-

　FAX：　　　　　     　　　　 -　　　　　　　　　　　-

禁煙・喫煙

（ﾌﾘｶﾞﾅ）

禁煙・喫煙

宿泊者氏名

（ﾌﾘｶﾞﾅ）

禁煙・喫煙

（ﾌﾘｶﾞﾅ）

禁煙・喫煙

禁煙・喫煙

禁煙・喫煙

（ﾌﾘｶﾞﾅ）

禁煙・喫煙

（ﾌﾘｶﾞﾅ）

100%

禁煙・喫煙

旅行開始日前日

旅行開始日当日

旅行開始後または無連絡不参加

100%

7日前から2日前まで

宿泊前日から起算してさかのぼって

（ﾌﾘｶﾞﾅ）

※備考欄

禁煙・喫煙

富士急トラベル株式会社　富士吉田支店　行　/　FAX　0555-23-4309

10

(ﾌﾘｶﾞﾅ）

9

7

（ﾌﾘｶﾞﾅ）

禁煙・喫煙

（ﾌﾘｶﾞﾅ）

4

5

　宿泊人数　　　　 名様

申込代表者氏名

3

6

2

8

1

送付先住所 〒

所属名




