
 

 

 

近畿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：『クラブでのコミュニティづくりを考える』 

～体験してクラブの活性化に繋げよう～ 

 
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。 

また近畿では「府県の枠を越えたネットワーク！共に築き、共に成長する」を合

言葉に、コミュニティづくりを通してクラブの活性化を図ることを目的として開催

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：近畿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、奈良県（予定）、公益財団法人奈良県体育協会（予定） 

 
５．日 程：2019 年 11 月 23 日（土・祝）10:00～16:35（9：30～受付） 

会 場：帝塚山大学 学園前キャンパス 

〒631-8585 奈良市学園南3-1-3 TEL：0742-41-4716(代表) 

最寄り駅：近鉄奈良線「学園前駅」徒歩１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：○共通プログラム 

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」 

 ○近畿ブロック独自プログラム 

・基調講演 

テーマ：「アドベンチャー活動を用いたチーム・ビルディングの取組みについて」 

－豊かな地域コミュニティの創造と 

問題解決ができる総合型クラブをめざして－ 

講 師：帝塚山大学心理学部 教授 川合 悟 氏 

・グループワーク 

テーマ：「コミュニティビルディング」 

・個別プログラム受講 

① 心地よい関係づくりプログラム 

コーディネーター：元帝塚山大学心理学部  准教授 宮川 治樹 氏 

② やる気を引き出すファシリテーション 

コーディネーター：梅光学院大学文学部  特任教授 難波 克己 氏 

③ アドベンチャー・ロープスコース体験 

コーディネーター：帝塚山大学全学教育開発センター   講師 小西 浩嗣 氏

玉川大学リベラルアーツ学部  助教 関 智子 氏 

 帝塚山大学心理学部  教授 川合 悟 氏 

※お申し込みの際、第１希望・第２希望をお選びください 

 ※「③アドベンチャー・ロープスコース体験」を受講される方は、動きやすい服装 

 で、体育館シューズを必ず持参願います。 

・パネルディスカッション 

内容：個別プログラム受講者（各２名）がパネリストとして感想を報告し、

今後のクラブ運営に活かす方法を議論する 

コーディネーター：帝塚山大学心理学部 教授 川合 悟 氏 

・日本スポーツ協会からの情報提供 

 
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×参加人数分」を11月15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。予めご了承ください。また、振込手数料は御負担願

います。 

 
＜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、「６＋団体名」としてください。 

 
 昼 食 代 ： 700 円（別途） ※当日の受付で徴収します。 

 ※昼食もプログラムの一部になっているため、参加申込をいただくと、昼食の申込も 

 受け付けたこととなります。 

 なお、アレルギー等がある方は、参加申込の際にその旨をご申告願います。 



 

 

 

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」 

⇒近畿ブロックの参加申込フォーム   ※申込締切：11月11日（月） 

 

 
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 

 

 

 

 

 

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


9:30

11:15

11:20

11:20 テーマ・趣旨・目的　説明　（5分）

　12:25 グループワーク（55分、移動を含む）

テーマ：「コミュニティ・ビルディング」

13:20 休憩・移動（20分）

13:40 個別プログラム受講（90分）　

15:10 休憩・移動（10分）

15:20

15:50

近畿ブロッククラブネットワークアクション2019　日程

11／23　（土・祝日）

受付

①心地よい関係づくりプログラム

10:00
開会式（15分）

10:15

○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』

 休憩

○開催ブロック独自プログラム　（245分）
テーマ：『クラブでのコミュニティづくりを考える』

                             ～体験してクラブの活性化に繋げよう～

11:25 基調講演 （60分）
　　　　　　テーマ：「アドベンチャー活動を用いたチーム・ビルディングの取組みについて
　　　　　　　　　　　　－豊かな地域コミュニティの創造と問題解決ができる総合型クラブをめざして－」
　　　　　　講　師： 帝塚山大学心理学部心理学科　教授　川合　悟　氏

②やる気を引き出すファシリテーション

③アドベンチャー・ロープスコース体験

パネルディスカッション（30分）

16:35

総評（5分）

15:55

16:25

日本スポーツ協会からの情報提供　（30分）

事務連絡・閉会行事（10分）



と き

グループワーク

➤テーマ:

ｺﾐｭﾆﾃｨﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
社会福祉法人青葉仁会の
お弁当を頂きながら話し合い

-体験してクラブの活性化に繋げよう-

11月23日（土･祝）

帝塚山大学

〒631-8585 奈良市学園前3-1-3

10:00～16:35

個別プログラム②

やる気を引き出す
ファシリテーション

個別プログラム③

アドベンチャー・
ロープスコース体験

ﾊ゚ ﾈﾙﾃ゙ ｨｽｶｯｼｮﾝ

➤発表:

各府県より６クラブ

申込はｺﾁﾗ▼
TEL 03-6910-5815 FAX 03-6910-5820

◆後援 スポーツ庁、奈良県（予定）、公益財団法人奈良県体育協会（予定）

◆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

◆主管 近畿ブロッククラブネットワークアクション実行委員会

公益財団法人日本スポーツ協会 地域スポーツ推進部 クラブ育成課問合せ先

(受付9:30～)

※ 個別プログラム・昼食及び全プログラム終了後の情報交換会についての詳細は裏面をご覧ください。

※ ご来場の際は、公共交通機関をご利用ください。

個別プログラム①

心地よい関係づくり
プログラム

ところ

総合型クラブ登録・認証制度の
創設に向けた情報共有

共通プログラム

基調講演
ｱﾄ゙ ﾍ゙ ﾝﾁｬー 活動を用いた
チーム・ビルディングの
取組みについて

近畿独自プログラム

学園前ｷｬﾝﾊﾟｽ

クラブでのコミュニティづくりを考える

テーマ



・情報交換会代： 5,000 円（飲み放題付き・別途） ★当日受付にて徴収します。・全プログラム終了後（17時30分頃より）、情報交換会を開催します。・参加を希望される方は、日本スポーツ協会オンラインフォーム（ＷＥＢ）よりお申し込み下さい。
中華中華中華中華料理料理料理料理 銀座四川銀座四川銀座四川銀座四川 学園前駅ビル学園前駅ビル学園前駅ビル学園前駅ビル （（（（近鉄奈良線近鉄奈良線近鉄奈良線近鉄奈良線 学園前駅学園前駅学園前駅学園前駅 北口北口北口北口 徒歩徒歩徒歩徒歩1111分分分分））））〒〒〒〒666633331111----0000000033336666    奈奈奈奈良良良良県県県県奈奈奈奈良良良良市市市市学学学学園園園園北北北北1111----1111----1111    ルルルル・・・・シシシシエエエエルルルル学学学学園園園園前前前前2222FFFF    ＴＴＴＴＥＥＥＥＬＬＬＬ 000055550000----3333444466667777----9999999955556666
情報情報情報情報交換会交換会交換会交換会

・昼食代： 700 円（別途） ★当日受付にて徴収します。※昼食もプログラムの一部になっているため、参加申込をいただくと、昼食の申込も同時に受け付けたこととなりますのでご了承ください。 なおなおなおなお、アレルギー等がある方は、参加申込の際にその旨をご申告願います。、アレルギー等がある方は、参加申込の際にその旨をご申告願います。、アレルギー等がある方は、参加申込の際にその旨をご申告願います。、アレルギー等がある方は、参加申込の際にその旨をご申告願います。

①①①①

心地よい関係づくり心地よい関係づくり心地よい関係づくり心地よい関係づくり

プログラムプログラムプログラムプログラム

②②②②

やる気を引き出すやる気を引き出すやる気を引き出すやる気を引き出す

ファシリテーションファシリテーションファシリテーションファシリテーション

③③③③

アドベンチャー・ロープスコース体験アドベンチャー・ロープスコース体験アドベンチャー・ロープスコース体験アドベンチャー・ロープスコース体験

（下記２名と川合氏（下記２名と川合氏（下記２名と川合氏（下記２名と川合氏 ３名によるプログラム）３名によるプログラム）３名によるプログラム）３名によるプログラム）

宮川宮川宮川宮川 治樹治樹治樹治樹 氏氏氏氏元帝塚山大学心理学部 准教授臨床心理士・公認心理師 難波難波難波難波 克己克己克己克己 氏氏氏氏梅光学院大学文学部 特任教授PAインストラクター 小西小西小西小西 浩嗣浩嗣浩嗣浩嗣 氏氏氏氏帝塚山大学全学教育開発センター講師PAインストラクター 関関関関 智子智子智子智子 氏氏氏氏玉川大学 リベラルアーツ学部助教PA インストラクター学校教育や社会教育の場、企業における従業員教育やメンタルヘルスケア、地域創生・コミュニティづくりなどの場で、「体験学習法」をベースにした「学びの場づくり」「協働の場づくり」のワークショップを多数デザイン、ファシリテートしている。
専門はスポーツ心理学、カウンセリング心理学、野外・環境教育、レクリエーションセラピー、アドベンチャー教育など。子ども達（人）の持つ力を引き出すファシリテーションを実践している。

専門はアドベンチャーカウンセリングをはじめとする体験教育・対人援助。教育・福祉分野で実践しており、特に社会的養護が必要な子どもたちへのセラピーとしてのアドベンチャーカウンセリングの確立を目指している。
一昨年まで帝塚山大学で貢献し、現在は玉川大学でABC研究に取り組んでいる。創始者のひとりJim Shoel氏を招いて勉強会をしたり、企業の研修などでは、ファシリテーターとしてのパワーを発揮している。★人との輪に入るのが苦手な方・自分の気持ちをうまく言葉にできない方向け ★クラブのリーダーや運営委員等、クラブの皆さんを引っ張っていく方向け ★子どもから大人まで、全ての方向け受講される方は、動きやすい服装で、体育館シューズを必ず持参願います。

※※※※お申込お申込お申込お申込の際の際の際の際に、希望に、希望に、希望に、希望優先順位をご記入ください優先順位をご記入ください優先順位をご記入ください優先順位をご記入ください個別プログラム個別プログラム個別プログラム個別プログラム

昼食について昼食について昼食について昼食について

基調講演基調講演基調講演基調講演
アドベンチャー活動を用いたチーム・ビルディングの取組みについてアドベンチャー活動を用いたチーム・ビルディングの取組みについてアドベンチャー活動を用いたチーム・ビルディングの取組みについてアドベンチャー活動を用いたチーム・ビルディングの取組みについて

－豊かな地域コミュニティの創造と問題解決ができる総合型クラブをめざして－－豊かな地域コミュニティの創造と問題解決ができる総合型クラブをめざして－－豊かな地域コミュニティの創造と問題解決ができる総合型クラブをめざして－－豊かな地域コミュニティの創造と問題解決ができる総合型クラブをめざして－

川合川合川合川合 悟悟悟悟 氏氏氏氏 帝塚山大学 心理学部 教授 ・ 帝塚山大学大学院心理科学研究科 教授 、 介護福祉士「人とうまく関わる力」は生まれつき備わっているものではありません。この力はやはり体験によって学習しなければなりません。その点、アドベンチャーカウンセリングは今世紀最初で最後の学習法といえます。これまで本学だけでなく、多くの教育・福祉・産業現場でのアドベンチャーカウンセリングに、今回紹介するファシリテーターと一緒に活動してきました。

・日本スポーツ協会オンラインフォーム（ＷＥＢ）からお申込をしてください。（表面 ＱＲコード よりアクセス可能）＊ネットワークアクション実施協力金 3,000円（税込） ★振込先は募集要項をご参照ください。＊ＷＥＢからの申込が難しい場合は、表面 問合せ先 までご連絡ください。申込方法申込方法申込方法申込方法

・全プログラムに参加することにより、（公財）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。その他その他その他その他




