
 
 

北信越ブロッククラブネットワークアクション 2021 開催要項 

 

テ ー マ ：ビジョン 2021‐私たちが目指すもの‐ 

 

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、地域スポーツのあり方を考える場

とする。総合型クラブが地域の課題解決に役立つ存在になるため、今日的課題である「学

校部活動との連携」や「これからクラブの目指したい方向性（ビジョン）」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：北信越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 ：2021 年 11 月 20 日（土）10:00～14:45(9:30～受付) 

  11 月 21 日（日） 9:00～12:10(8:30～受付) 

  

6．開催形式：Zoom によるオンライン開催 

 

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 

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＞  

10:00 アトラクション「若い力」ｂｙいしかわ 

10:10 開会式 

10:25 独自プログラム❶『5 つのテーマについて話題提供』 

1. 「次世代へつなぐ」  

NPO 法人こいこいスポーツクラブおぢや 

2. 「スポーツによる地域活性化」 

NPO 法人出雲スポーツ振興 21 

3. 「総合型クラブ登録・認証制度をどう活用する？」  

NPO 法人さんわスポーツクラブ 

4. 「コロナ禍だからこそできること」  

一般社団法人木曽ひのきっ子ゆうゆうクラブ 

5. 「公益性を持ち稼ぐ手法」 

 NPO 法人スポーツコミュニティ軽井沢クラブ 



12:15 休憩 

13:15 共通プログラム「運動部活動についての情報共有」 

   〈基礎情報提供〉 

・スポーツ庁 

〈先進事例発表〉 

・能美市教育委員会スポーツ振興課 

・NPO 法人希楽々 

14:45 共通プログラム終了（終了後、引き続き別プログラム実施） 

      

＜２日目＞ 

9:00 朝のエクササイズ 「若い力」 

9:20 独自プログラム❷ (全体コーディネーター 金沢星稜大学教授 西村 貴之) 

    ・マンダラチャートの実践 

    ・マンダラチャートの発表、ふりかえり（ブレイクアウトルームセッション） 

・若者プロジェクトメンバーからの実践報告  

11:30 情報提供(日本スポーツ協会) 

12:00 閉会式 

 

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×参加者数分」を 11 月 10 日

(水)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返金出来かねますので、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。 

※金融機関の振込金受取書（振込明細書）をもって領収書に代えさせていただきます。 

＜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、「4＋団体名」としてください。 

（団体名の前に数字の 4 を入れてください) 

 

10．参加申込方法：下記のオンラインフォームからお申込みください。 

URL：https://forms.office.com/r/p1FEwRCvVA 

申込期限：11 月 8 日（月） 

 

11．そ の 他 ： 

(1）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

https://forms.office.com/r/p1FEwRCvVA


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]（2021 年 4 月 1 日現在） 

参加後、更新研修の実績が反映されるまでには約 2 か月要しますのでご承知おきください。 

※全プログラムへの参加を条件とします。 

※参加後、研修レポートをご提出いただきます。（提出期限厳守） 

 

(2）当日の受付では、ご自身のお名前が確認できるよう表示名を設定の上、ご参加ください。お名

前が確認できない場合、受付できない場合がございます。 

 

(3）当日は、参加者の入退室履歴を記録しております。本事業を、当協会公認スポーツ指導者資格

の更新研修とする方で、入退室を繰り返される、ご本人の入室が確認できない等の場合には、当

協会公認スポーツ指導者資格の更新研修とならない可能性がございますのでご注意ください。 

 

(4）参加者確認のため、参加者 1 名につきパソコン等の端末 1 台にてご参加をお願いいたします。

やむを得ず、1 台の端末で複数名が参加される場合は、事前に同席される全参加者の氏名を当協

会へご連絡ください。 

 

(5）原則、カメラを「オン」にしてご参加ください。カメラを「オン」にしての参加が困難な場合

は、事前に当協会までご一報ください。 

 

(6）長時間のインターネット接続となるため、インターネット環境が良い場所でご参加ください。

また、視聴には高速で安定したインターネット回線を使用いただき、圏外や電波が弱い場所か否

か、パケット残容量は十分かなどについて必ず事前にご確認ください。 

※ネットワークの接続を安定させるため、有線での接続を推奨いたします。 

※参加者のネットワークの接続が不安定なことにより、通信が途切れる等の事態が発生した場合

でも、当協会では責任は負いません。 

 

(7）最新のコンピュータウィルス対策等がなされている機器を使用しご参加ください。本ネットワ

ークアクションへの参加によりコンピュータウィルスや第三者の妨害等行為による不可抗力によ

って生じた損害等の一切の責任を負いません。 

 

（8）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。 

 

（9）当日の様子を写真で撮影することは可能ですが、ホームページや SNS 等で個人が特定される公

開はお控えください。また、動画の撮影、録音はご遠慮ください。 

 

（10）天災地変や伝染病の流行、会場等のサービスの停止、官公庁の支持等の JSPO が管理できない

事由により、本ネットワークアクション内容の一部変更及び中止のために生じた参加者の損害に

ついては、JSPO ではその責任は負いません。 

 

（11）ご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 

メールアドレス：club-jspo@japan-sports.or.jp 

 

 

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 

mailto:club-jspo@japan-sports.or.jp


 2 日目 11 月 21 日（日） 受付 8:30～9:00  

9:00 朝のエクササイズ 「若い力」 

9:20 独自プログラム❷ (全体コーディネーター 金沢星稜大学教授 西村 貴之氏)  

   ・マンダラチャートの実践 

   ・マンダラチャートの発表、ふりかえり  

・若者プロジェクトメンバーからの実践報告  

11:30 情報提供(日本スポーツ協会) 

12:00 閉会式 

 

北信越ブロッククラブネットワークアクション 2021 in 石川   

 

 

 

 

〈開催日時〉 令和 3 年 11 月 20 日（土）、21 日（日） 

〈開催形式〉 オンライン開催 

〈申込締切〉 令和 3 年 11 月 8 日（月） 実施協力金  3,000 円  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※申込方法：日本スポーツ協会オンラインフォーム（WEB）からお申込みください。 

https://forms.office.com/r/p1FEwRCvVA 

※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 

を終了したこととなります。詳細は開催要項をご確認ください。 

 
 

 1 日目 11 月 20 日（土） 受付 9:30～10:00  

10:00 アトラクション「若い力」ｂｙいしかわ 

10:10 開会式 

10:25 独自プログラム❶『5つのテーマについて話題提供』  

12:15 休憩 

13:15 共通プログラム「運動部活動についての情報共有」 

14:45 共通プログラム終了（終了後、引き続き別プログラム実施）  

 

 

〈先進事例発表〉 

・能美市教育委員会スポーツ振興課 

・NPO法人希楽々 

これからクラブの目指し

たい方向性（ビジョン） 
©石川県観光連盟 

©石川県観光連盟 

©石川県観光連盟 

©石川県観光連盟 

1. 「次世代へつなぐ」 

NPO法人こいこいスポーツクラブおぢや  

2. 「スポーツによる地域活性化」 

NPO法人出雲スポーツ振興 21 

3. 「総合型クラブ登録・認証制度をどう活用する？」  

N P O 法 人 さ ん わ ス ポ ー ツ ク ラ ブ 

4. 「コロナ禍だからこそできること」 

一般社団法人木曽ひのきっ子ゆうゆうクラブ 

5. 「公益性を持ち稼ぐ手法」 

NPO 法人スポーツコミュニティ軽井沢クラブ  

 

 

https://forms.office.com/r/p1FEwRCvVA


閉会式

（10分）
12:00

11:20

11:30
休　憩（10分）

日本スポーツ協会からの情報提供（30分）

受付（入室）

10:00
アトラクション（10分）

「若い力」　by  いしかわ

開会式（15分）

　開会挨拶

　主催者挨拶

　歓迎の挨拶

独自プログラム❶（110分）

①話題提供（100）:５事例

　・次世代へつなぐ

　・スポーツによる地域活性化

　・総合型クラブ登録・認証制度をどう活用する？

　・コロナ禍だからこそできること

　・公益性を持ち稼ぐ手法

②質疑応答（10）12:15

休憩（60分）

12:10

13:15

14:45

共通プログラム（90分）

①趣旨説明（5）

②基礎情報提供（30）：スポーツ庁

③先進事例（40）：２事例

　・能美市教育員会スポーツ振興課

　・ＮＰＯ法人希楽々

④質疑応答（15）

「北信越ブロッククラブネットワークアクション2021】スケジュール

１日目【11月20日（土）】 ２日目【11月21日（日）】

受　付（入室）

9:00
朝のエクササイズ

「若い力」（10分）

9:10

9:20
準備

独自プログラム❷（120分）

・マンダラチャートの実践

・マンダラチャートの発表、ふりかえり

・若者プロジェクトメンバーからの実践報告

コーディネーター：西村 貴之（金沢星稜大学）

8:30

準備

10:25

10:10

9:30


