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総合型地域スポーツクラブサミット開催のお知らせ
平成２９年度総合型地域スポーツクラブサミットを以下の要領で開催いたします。当初２月１１日
（日）の開催で調整しておりましたが、諸事情により再度の変更となりました。御了承ください。
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目 的

愛媛県内の総合型地域スポーツクラブが意見交換をし、各クラブの活性化を図ること
を目的として開催する。
日 時
平成３０年２月４日（日） １３：３０ ～ １５：４０
会 場
愛媛県総合運動公園 ニンジニアスタジアム 第３会議室
〒791-1136 愛媛県松山市上野町乙 46
℡089-963-2216
主 催
愛媛県、(公財)愛媛県スポーツ振興事業団（えひめ広域スポーツセンター）
主 管
愛媛県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会
後 援
（公財)愛媛県体育協会（申請中）、愛媛県スポーツクラブマネジャー協議会（申請中）
参加対象者 ・愛媛県内の総合型地域スポーツクラブ関係者
・愛媛県内の総合型地域スポーツクラブ設立準備中の団体
・総合型地域スポーツクラブに関心のある方
内容及び日程
13：30 ～
開会
13：40 ～ 14：50 講演「総合型クラブで活かすアダプテッド・スポーツ」
講師 曽根 裕二（大阪体育大学教育学部 講師）
14：50 ～ 15：00 休憩
15：00 ～ 15：40 研究協議「総合型クラブで活かすアダプテッド・スポーツ」
閉会
お申し込み・お問い合わせ先
〒791-1136 松山市上野町乙 46
愛媛県総合運動公園内えひめ広域スポーツセンター
担当：秋山
ＴＥＬ 089-963-2216 ＦＡＸ 089-963-4104 メール akiyama@eco-spo.com

日時

平成２９年１１月１０日（金）
、１１日（土）

場所

国立オリンピック記念青少年総合センター

プログラム
＜第１日目＞
・祝辞

スポーツ庁 健康スポーツ課 課長 安達 栄

・特別講演 「身体活動促進による健康寿命の延伸」～メタボとロコモの認知症～
医療基盤・健康・栄養研究所 健康増進研究部長 宮地
・講演①

元彦

「スポーツ参画人口の拡大に向けた取組について」
スポーツ庁 健康スポーツ課 課長補佐 松崎 智一

・講演②

「スポーツ施設における受動喫煙対策について」
（公財）健康・体力づくり事業財団 常務理事 増田 和茂

・特別相談 「総合型地域スポーツクラブの活動助成、施設整備助成等について」
＜第２日目＞
・
「スポーツクラブの継続と発展」～地域課題への取組～
神戸大学 教授 山口 泰雄、大阪体育協会 クラブアドバイザー 祐末 ひとみ
・
「スポーツクラブの継続と発展」～会員確保・指導者発掘～
順天堂大学 教授 黒須 充、
（株）タノスポ 代表取締役 滝本 悠生
・
「スポーツクラブの継続と発展」～経営基盤の強靱化～
鹿屋体育大学

教授 川西 正志、ＮＰＯ法人はちきたＳＣ 理事長 紙本 諭

・
「スポーツクラブの継続と発展」～大学資源の活用～
帝京大学沖永総合研究所 助教授 谷本 都栄、武庫川女子大学 教授 永田 隆子
～スポーツクラブサミットに参加して感じたこと～「スポーツクラブの認知度を上げる」
１日目の特別講演では、健康寿命延伸のためには、内臓の問題（メタボリックシンドローム【通称：メ
タボ】
）と足腰の問題（ロコモティブシンドローム【通称：ロコモ】
）と心の問題（ニューロ）をいかに解
消していくかが鍵になるという話がありました。３つの課題を克服するためには、積極的にスポーツに
参加することが有効であるため、総合型地域スポーツクラブで高齢者を対象とした運動プログラムを展
開してほしいとの要望がありました。
２日目の４つの事例発表の中で特に心に残ったのは、ＮＰＯ法人はちきたＳＣの紙本さんの話でした。
紙本さんは、大学時代にドイツの総合型地域スポーツクラブと出会い、卒業後、ヨーロッパ型のクラブを
作りたいと資本金１０万円を元に会社を起こし、総合型地域スポーツクラブを作られました。まず初め
にとった行動が、市役所に総合型地域スポーツクラブの必要性を訴えに行ったことです。また、地域の行
事へボランティアとして参加するなど、クラブの認知度を上げることを常に考えられてきたそうです。
その結果、地域に認められ、助成を受けることができ、現在では、会員数１，４００人のスポーツクラブ
になっています。各スポーツクラブ共通である会員や指導者の確保という課題を解決していくには、ま
ず総合型地域スポーツクラブの必要性を多くの人に知ってもらうことが大切だと感じました。

四国ブロッククラブネットワークアクション 2017
日時

平成２９年１１月２５日（土）
、２６日（日）

場所

高知県立大学 永国寺キャンパス

参加報告

～クラブネットワークアクション 2017 に参加して感じたこと～
「障がいがある、ということは“特別”ではない。違いは違いとして
認めながら、するべきことを当たり前にしていくことが大切である。」と、
２日間を通して何度も強調されていました。障がいのある方々と関わ
る上で、大きな障壁となるのは私たち一人ひとりの心理的な要因です。そういった偏見や思い込みを
排除し、共に寄り添いながら活動を展開していくことこそ、本来の障がい者スポーツのあるべき姿だ
と再認識しました。
最近では、２０２０年の東京パラリンピックに向けて、障がい者スポーツの認知度を高める取組が
スポーツ庁をはじめ、様々な行政機関から積極的に行われるようになってきています。今後、総合型
クラブにおいても、障がい者スポーツに関連する活動がこれまで以上に必要とされることは間違いあ
りません。さらに深く障がい者スポーツを理解しなければならないと強く思った２日間となりました。
また日本体育協会からの情報提供では、クラブ登録・認証制度についての報告がありました。なか
なか議論の進展はなく、具体的な結論はまだ出ていないとのことでしたが、今後新たな情報提供があ
りましたら、各クラブに早急にお知らせいたします。
２０１９年は、愛媛県での開催となります。ご協力をよろしくお願いいたします。

クラブマネジャー養成講習会
１

日

時

開催のお知らせ

平成３０年１月２７日（土）８：５０ ～ １７：００
２８日（日）９：００ ～ １７：００
（アシスタントマネジャー資格・専門科目検定試験

２

会

場

愛媛県総合運動公園

ニンジニアスタジアム

（愛媛県松山市上野町乙４６）

１７：１０ ～ ）

第３会議室

※会場が変更になりました。

３

主

催

（公財） 愛媛県スポーツ振興事業団（えひめ広域スポーツセンター）

４

後

援

愛媛県、公益財団法人愛媛県体育協会、愛媛県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会

５

内容及び日程
（１日目）

（２日目）

8：30 ～

受 付

8：50 ～

オリエンテーション

9：00 ～ 12：00

講義「地域スポーツクラブとは」

13：00 ～ 17：00

講義「クラブのつくり方、運営」

9：00 ～ 12：00

講義「クラブマネジャーの役割」

13：00 ～ 17：00

講義「クラブのつくり方、運営」

17：10 ～ 18：10

アシスタントマネジャー資格・専門科目検定試験

クラブ巡回訪問
《１１月訪問クラブ》
みかめスポーツクラブ、宇和島 AITAN スポーツクラブ、宇和島アウトドアスポーツクラブ、
総合型しまなみスポーツクラブ、楽 SPO 船木、楽スポ GO やわたはまスポーツクラブ、川内さくらクラブ
《１２月訪問クラブ》
NPO 法人スポーツクラブ水都、のむらスポーツクラブ、
愛媛大学総合型地域スポーツクラブ、ＯＮＯスポーツクラブ、
ＮＰＯ法人おおずスポーツクラブ

スッポーつん

クラブ巡回訪問報告
宇和島 AITAN スポーツクラブ（宇和島市）
平成２９年１１月１０日（金）
、IPU 環太平洋短期大学部さくらキャンパスにおいて、体操教室が行わ
れました。宇和島 AITAN スポーツクラブでは、
「体操」
「サッカー」
「剣道」の３つの教室が開催されてい
ます。学生が授業の一環として、教室の運営に当たっています。それぞれの担当の先生から指導を受けな
がら、熱心に子どもたちにスポーツの楽しさを伝えています。
今回訪問した体操教室では、鬼ごっこや準備体操で身体をほぐした後、マット運動や跳び箱運動を行い
ました。マット運動では、
「前転」
「後転」
「側転」などに加え、倒立や三点倒立にもチャレンジしていま
した。それぞれの技のこつが分かると、よりかっこよく、より長い時間を目指して練習を繰り返します。
跳び箱運動では、開脚跳びでより高い段を跳ぶことを目標に頑張っていました。参加者は少なかったの
ですが、子どもたちの元気な声がホール内に響いていました。
リーダーとなって指導している２年生の学生さんは、
「子どもたちが、難しい技をできるようになると
うれしいです。
」と、笑顔で子どもたちとの活動を楽しんでいました。
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