
 
 

 

 

東北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 ：『国際的スポーツイベントと地域スポーツ』 

 

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、来年日本で開催される国際的スポーツイベントによる地域社会への影響や、それを

契機とした地域活性化を図る事例を知り、新しい発想・創造による総合型地域スポーツク

ラブの現状打開の方策や新しい可能性を探っていくことを目的とする。 

 

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：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 

 

４．後 援：スポーツ庁、宮城県教育委員会、仙台市、公益財団法人宮城県スポーツ協会 

 

５．日程・会場：2019 年 11 月 23 日（土）13:00～17:30(12:30～受付) 

11 月 24 日（日） 9:00～12:00( 8:30～受付) 

      TKP ガーデンシティ PREMIUM 仙台西口 ホール 8A 

      住所：〒980-0013 宮城県仙台市青葉区花京院 1-2-15 ソララプラザ 8F  

電話番号：022-200-2618 

      最寄り駅：JR 東北本線 仙台駅（西口） 徒歩 3 分 

      仙台市営地下鉄南北線 仙台（地下鉄）駅 徒歩 3 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日本スポーツ協会からの情報提供 

②基調講演：「国際的スポーツイベントが地域にもたらすもの」 

③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」 

④パネルディスカッション：「もっと知ろう！登録・認証制度」 

       

＜２日目＞ 
①テーマ講演：「目指せ！地域のスポーツコミッション～国際的スポーツイベント合宿 

招致を契機として～」 

②ワークショップ：「今が発想転換のチャンス！～クラブでできること／やりたいこと～」 

 

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、「2＋団体名」としてください。 

（団体名の前に数字の 2 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」 

 ⇒東北ブロックの参加申込フォーム 

       申込締切：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。 

 

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


 

（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） 

詳細は当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 
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16:15

60分

■独自プログラム（パネルディスカッション）

13:45

60分

■独自プログラム（基調講演）

テーマ『国際的スポーツイベントが
　　地域にもたらすもの』

講師：仙台大学講師　荒牧 亜衣 氏

15:00

60分

■共通プログラム

テーマ『もっと知ろう！登録・認証制度』
コーディネーター：岩手大学教授 浅沼 道成 氏

スポーツ庁健康スポーツ課係長　    久田 晴生 氏
SC全国ネットワーク幹事長 　       伊端 隆康 氏
SC全国ネットワーク代表委員（青森県）鹿内 葵 氏

休憩

事務連絡等

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』

   パネリスト：

休憩

100分テーマ『今が発想転換のチャンス！
～クラブでできること／やりたいこと～』

ファシリテータ：仙台大学講師　弓田 恵里香 氏

■独自プログラム（テーマ講演）
9:00

60分テーマ『目指せ！地域のスポーツコミッション
～パラリンピック合宿招致を契機として～』

講師：角田市教育委員会　国井 康士 氏

■独自プログラム（ワークショップ）
10:00

開会式

休憩

まとめ・閉会

受付

東北ブロッククラブネットワークアクション2019

11月23日(土） 11月24日(日）



東北ブロッククラブネットワークアクション 2019 

会場 TKPガーデンシティ PREMIUM仙台西口ホール 8A 

 

 

開催日 令和元年 11月 23日（土）～24（日） 

 

 

13：00 開会 （受付 12：30開始） 

13：45 国際的スポーツイベントが地域にもたらすもの 

講演者 仙台大学講師 荒牧 亜衣 氏 

15：00 総合型クラブ登録・認証制度の創設に向けた情報共有 

提供 日本スポーツ協会 

16：15 もっと知ろう！登録・認証制度 【パネルディスカッション】 

コーディネーター 岩手大学教授 浅沼 道成 氏 

パネリスト      スポーツ庁健康スポーツ課係長 久田 晴生 氏 

SC 全国ネットワーク幹事長 伊端 隆康 氏 

SC 全国ネットワーク代表委員（青森県） 鹿内 葵 氏 

18：00 情報交換会 【参加料】5,000円（税込） ※当日受付にて徴収いたします。詳細は裏面へ。 

 

9：00 目指せ！地域のスポーツコミュッション ～パラリンピック合宿招致を契機として～ 

講演者 角田市教育委員会 国井 康士 氏 

10：00 今が発想転換のチャンス！ ～クラブでできること／やりたいこと～ 

ファシリテーター 仙台大学講師 弓田 恵里香 氏 

 

＜参加申込＞ 日本スポーツ協会オンラインフォーム（WEB）からお申し込みください。 

申込締切：10 月 25日（金） 

https://e.japan-sports.or.jp/cms/form/event.php?eid=453 

＜参加料＞   3,000 円（税込） ※実施協力金として 

 

＜問合わせ先＞

公益財団法人 宮城県スポーツ協会 

〒981-0122 宮城県宮城郡利府町菅谷字舘 40-1 

TEL 022-349-9655   FAX 022-356-8267 

担当 佐藤 浩一 

 

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、宮城県教育委員会、仙台市、公益財団法人宮城県スポーツ協会

  

最寄駅 JR 東北本線 仙台駅（西口） 徒歩 3 分 

仙台市営地下鉄南北線 仙台（地下鉄）駅 徒歩 3 分 

 

〒980-0013 宮城県仙台市青葉区花京院 1－2－15 ソララプラザ 8F 

TEL 022－200-2618 

 

 

 

第１日目 

第２日目 

https://e.japan-sports.or.jp/cms/form/event.php?eid=453
https://e.japan-sports.or.jp/cms/form/event.php?eid=453


 

 

 

日時 令和元年 11月 23日（土） 18：00～20：00 

会場 

アパホテル<TKP仙台駅北> 

〒983-0864 宮城県仙台市宮城野区名掛丁 201－1 

TEL 022-742-3630 

会費 
5,000 円 

※当日、クラブネットワークアクション 2019受付時に徴収いたします。 

申込方法 

クラブネットワークアクション 2019の申込みと併せて、お申込みください。 

※締め切り 令和元年 10 月 25 日（金） 

※キャンセル期限 令和元年１１月８日（金） 

問合わせ先 

公益財団法人 宮城県スポーツ協会 （担当：佐藤 浩一） 

TEL 022-349-9655 FAX 022-356-8267 Mail g2009@mspf.jp 

 

 

⚽ ⚽ 

 

 

日時：11/22（金）14：45～16：00 

場所：宮城スタジアム（利府町）現地集合 

事前申し込み必須 （先着 25名） 

 

タイトル『震災の記憶』 

一般社団法人南三陸研修センター/震災語り部 三浦 貴裕 氏 

日時：11/23（土）11：30～12：00 

場所：研修会場 

当日参加 OK！ 

 

東北最大級スタジアム！ 

貴賓室からの眺めは最高です！ 
 

研修会場 

情報交換会 

アパホテル<TKP 仙台駅北> 

〒983-0864 宮城県仙台市 

宮城野区名掛丁 201－1 
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