
 
 

九州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 ：『新しい生活様式における今後の総合型クラブの在り方について考える』 

      ～繋がってＳＡＧＡす明日へのクラブ～ 

 

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。なお、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、

「新しい生活様式における今後の総合型クラブの在り方について考える」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：九州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：2021 年 11 月 27 日（土）9：30～15：40（9：00～受付） 

 佐賀県スポーツ会館３階大会議室  

        〒849-0923 佐賀市日の出二丁目１－１ 

       電話番号 0952-30-7716 

             最寄り駅「佐賀駅」徒歩 20 分 または、市文化会館前（バス停）下車 

 

6．開催形式：集合形式及びオンラインを併用して実施（予定） 

集合形式またはオンライン形式を選択いただけます。 

※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、集合形式での参加者に上限を設 

けております。（定員５０名） 

※上限に達した場合、集合形式での参加とお申込みされても、オンライン形式で 

のご参加をお願いする場合がございます。 

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、集合形式で実施できる状況にない 

場合は、zoom を利用し、オンラインにて実施します。 

※開催形式については、申込時にご登録頂いたメールアドレスへ、11 月 12 日

（金）までにご連絡します。 

 

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日本スポーツ協会からの情報提供 

②オリジナルプログラム１「障がい者へのスポーツ機会づくり」（事例発表・意見 

交換） 

③オリジナルプログラム２「持続可能なクラブの運営のための財源確保」（事例発 

表・意見交換） 

④共通プログラム「運動部活動改革についての情報共有」（情報提供・グループワ 

ーク） 

⑤オリジナルプログラム３「運動部活動との連携」（パネルディスカッション・グ 

ループワーク）  

 

9．参加申込方法：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/BZWYxcQUH8 

※申し込み期限：11 月 16 日（火）10：00 

 

10．実施協力金：1 人 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 16 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。 

＜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 

 コウエキザイダンホウジンニホンスポーツキョウカイ 

 

※振込人名義は必ず、「９＋団体名」としてください。 

（団体名の前に数字の９を入れてください。 

※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。 

※オンライン形式にて参加される場合も、実施協力金の納入をお願いいたします。 

※本ネットワークアクションは、1 日通しのプログラムです。プログラムごとに参加者が異な

る場合でも、それぞれ人数分の実施協力金の納入をお願いします。 

※指定された期日までに入金が確認できない場合、参加をお断りさせていただく場合がありま

す。 

 

11．注意事項：【新型コロナウイルス感染症拡大防止策に関して】 

(1）本事業は、「スポーツイベントの再開に向けた感染拡大予防ガイドライン」に基づき開催

いたします。また、開催都道府県知事の方針に従うことが大前提になります。

（https://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/jspo/guideline4_210215.pdf） 

本ガイドラインは、現段階で得られている知見等に基づき作成しています。今後の知見の集

https://forms.office.com/r/BZWYxcQUH8
https://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/jspo/guideline4_210215.pdf


積及び各地域の感染状況を踏まえて、逐次見直すことがあり得ることに御留意をお願いしま

す。 

(2）発熱・咳・咽頭痛などの症状がある場合、同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がい

る場合、過去 14 日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地

域等への渡航又は当該在住者との濃厚接触がある場合等は参加をお控え下さい。 

(3）マスクを持参してください。研修会中は、原則マスクを着用して下さい。 

(4）こまめな手洗い、アルコール等による手指消毒を行って下さい。 

(5）万が一、研修会終了後 2 週間以内に、新型コロナウイルス感染症を発症した場合は、主催

者に対して速やかに濃厚接触者の有無等について報告してください。 

 

12．特記事項： 

(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）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。 

 

(3）ミーティング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、動画の撮影はご遠慮ください。 

 

(4）天災地変や伝染病の流行、会場等のサービスの停止、官公庁の指示等の当協会が管理でき

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、当協会ではその責任は負いません。 

 

【集合形式にて参加予定の方】 

(5）当日は参加者各自で名札および名札ケース等をご用意ください（大きさは自由です）。名札

には、都道府県名・クラブ名・氏名を明記してください。名刺を代用しても構いません。 

 

(6）当日、受付にて検温と体調チェックをさせていただきます。体調が優れない方の入場はお

断りする場合がございます。 

 



(7）新型コロナウイルス感染症対策にご協力をお願いいたします。参加申込後、新型コロナウ

イルス感染症の症状に該当する症状を含む体調不良がある場合には、オンライン形式での参

加へ変更をお願いします。 

 

【オンライン形式にて参加予定の方】 

(8）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。 

 

(9）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。 

 

(10）参加者確認のため、原則、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、事前に当協会へご相談く

ださい。 

 

(11）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。 

 

(12）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。 

 

(13）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。本ミ

ーティング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。 

 

(14）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 



日程/時間

15:30

九州ブロッククラブネットワークアクション2021終了後、

16:00～17:00に別プログラムを開催！

まとめ・閉会（10分）

　　　　総括　　　　井上　真一　　氏（実行副委員長）

　　　　次回開催県挨拶　久本　成美　　氏（福岡県代表委員）

　　　　司会・進行　 塚本　有紀子　氏（よかっ太良クラブ/佐賀県）

　　　　閉会挨拶　　金城　道年　　氏（実行委員長）

テーマ「運動部活動改革についての情報提供」

　　　　講演者　　　　久田　晴生　　氏（スポーツ庁健康スポーツ課）

　　　　司会・進行　　金城　道年　　氏（実行委員長）

オリジナルプログラム３(パネルディスカッション＋質疑応答+グループワーク　１００分）

テーマ「運動部活動との連携」

            ﾊﾟﾈﾘｽﾄ　　　 坂口　恵美子　氏（多久スポーツピア/佐賀県）

            ﾊﾟﾈﾘｽﾄ　　　 中西　順也　　氏（多久市教育委員会/佐賀県）

            ﾊﾟﾈﾘｽﾄ　　　 金﨑　良一　　氏（特定非営利活動法人総合型SC長与スポーツクラブ/長崎県）

　　　　ｺｰﾃﾞｲﾈｰﾀｰ　  行實　鉄平　　氏（久留米大学/福岡県）

            ﾊﾟﾈﾘｽﾄ　　　 島　　一満　　氏（佐賀県中体連/佐賀県）

『新しい生活様式における今後の総合型クラブの在り方について考える』

～繋がってSAGAす明日へのクラブ～

9:30

テーマ「持続可能なクラブ運営のための財源確保」

　　　　事例発表者　　山崎　憲治　　氏（SFF若松サンシャインスポーツクラブ/福岡県）

　　　　事例発表者　　松井　結華　　氏（友遊スポーツかみみね/佐賀県）

11月27日（土）

受付

　　　　司会・進行　　栗　　千里　　氏（スポーツライフ鹿島/佐賀県）

共通プログラム(情報提供+グループワーク　６０分）

開会式（10分）

開会挨拶・主催者挨拶・プログラム趣旨説明他

12:50

日本スポーツ協会からの情報提供（30分）

10:10

11:00

　　　　事例発表者　　黒岩　紀江　　氏（さわやかクラブ武雄/佐賀県）

九州ブロッククラブネットワークアクション2021日程表

15:40

9:00

休憩（10分）

12:00

13:50

休　憩（50分）

（※12：35～12：50　スローエアロビック実演）

オリジナルプログラム２(事例発表+意見交換　5０分）

9:40

　　　　司会・進行　　島村　貢世士　氏（肥前いろは/佐賀県）

　　　　事例発表者　　西田　由実　　氏（A-lifeなんかん/熊本県）

オリジナルプログラム１(事例発表+意見交換　5０分）

テーマ「障がい者へのスポーツ機会づくり」



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※九州ブロッククラブネットワークアクション 2021終了後、１6：00～17：00で別プログラム開催！ 

九州ブロッククラブ 

ネットワークアクション 

2021 in ＳＡＧＡ 

11/27（土） 

佐賀県スポーツ会館 

09：30開始！ 

（受付 09：00～） 

実施協力金￥3.000(税込) 

 

会場とオンラインで九州のクラブを繋ぎハイブリット実施！ 

 

09：00～09：30  

受付 

09：30～09：40  

開会式 

09：40～10：10 

日本スポーツ協会から情報提供 
発表者：日本スポーツ協会 

10：10～11：00 

オリジナルプログラム 1 「障がい者へのスポーツ機会づくり」 
事例発表者：黒岩紀江氏（さわやかクラブ武雄）、西田由実氏（A-life なんかん） 

11：10～12：00 

オリジナルプログラム 2「持続可能なクラブ運営のための財源」 
事例発表者：山﨑憲治氏（SFF 若松サンシャインスポーツクラブ）、 

松井結華氏（友游スポーツかみみね） 

 

12：00～12：50  

休憩 

12：50～13：50 
共通プログラム 

「運動部活動改革についての情報提供」 
講師：スポーツ庁担当、司会：金城道年氏（実行委員長） 

13：50～15：30 

オリジナルプログラム 3「運動部活動との連携」 
事例発表者：坂口恵美子氏（多久スポーツピア）、中西順也氏（多久市教育委員会）、 

金﨑良一氏（長与スポーツクラブ）、島一満氏（佐賀県中体連） 

コーディネーター：行實鉄平氏（久留米大学） 

15：30～15：40  

閉会式 

 

 

 

 

・県外クラブ紹介映像 

・「SAGA2024 国スポ全障スポ」紹介映像 

・エアロビック連盟紹介映像＆スローエアロビック実演 

（協力団体：佐賀県エアロビック連盟）12:35～12:50 

一瞬だって見逃せない！ 

 開会式～閉会式まで完全 LIVE配信‼ 

9 時スタート！プロジェクトチームが手がけた 

佐賀県総合型地域スポーツクラブ紹介 

オープニング映像 


