（公財）スポーツ安全協会スポーツ普及奨励助成事業

第１１回スポーツクラブサミット
＜スポーツインクルージョンの時代＞
募 集 要 項
開催趣旨
スポーツクラブサミットは、スポーツクラブの普及・育成、健康・体力つくり指導及びスポーツ産業の発展を一層
推進するため開催するものであり、誰もが参加できます。
本年度は、「オランダのスポーツクラブにおける障がい者プログラムの推進」の特別講演、「障がい者スポーツの
拡大に向けた取り組み／障がい者スポーツ施設の充実・普及に向けて」及び「スポーツインクルージョン」の２つの
講演に加え、スポーツ振興くじ助成事業に係る「総合型地域スポーツクラブ活動助成、施設整備助成等について」
の特別相談を行います。
更に、スポーツクラブの継続・発展のため、スポーツクラブが抱える諸課題の解決に焦点をあて、コーディネータ
の進行による優良スポーツクラブ等の事例発表を行います。
また、２日間参加することにより、健康・体力づくり事業財団の健康運動指導士及び健康運動実践指導者の
更新に必要な単位（講義： ３．０単位）が取得出来ます。（認定番号： １８６７７１）
主 催
公益財団法人日本スポ－ツクラブ協会
後 援（申請中）
スポーツ庁
厚生労働省
経済産業省
公益財団法人スポーツ安全協会
独立行政法人日本スポーツ振興センター
公益財団法人健康・体力づくり事業財団
公益財団法人日本スポーツ協会
公益財団法人日本レクリエーション協会
公益社団法人全国スポーツ推進委員連合
公益財団法人日本オリンピック委員会
公益財団法人日本体育施設協会
公益財団法人笹川スポ－ツ財団
公益財団法人日本サッカ－協会
一般社団法人日本フィットネス産業協会
健康日本 21 推進全国連絡協議会
期 日
平成３０年１１月９日（金）・ １０日（土）
会 場
国立オリンピック記念青少年総合センター （センター棟４Ｆ ４１７セミナーホール）
〒151-0052 東京都渋谷区代々木神園町３－１
定 員 150 名（先着順で定員になり次第締め切ります。
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◆ プログラム
＜第１日目＞ １１月９日（金）
時間

内容

12:30-12:50(20 分)

演題

所属及び役職

受 付
（公財）日本スポーツクラブ協会
理事長 野川 春夫
スポーツ庁 健康スポーツ課
課長

開会あいさつ
12:50-13:05(15 分)

開講式
祝

13:05-14:05(60 分)

特別講演

14:05-14:15(10 分)

質疑応答

14:15-14:25(10 分)

休

14:25-15:25(60 分)

講 演①

15:25-15:35(10 分)

質疑応答
休

15:45-16:45(60 分)

講 演②

16:45-16:55(10 分)

質疑応答

17:05-17:50(45 分)

オランダのスポーツクラブにおける障がい
者プログラムの推進（仮題）

Peter Barendse（オランダスポーツ）
／担当 山口 泰雄（神戸大学名誉
教授）

障がい者スポーツの拡大に向けた取り
組み／障がい者スポーツ施設の充実・
普及に向けて（仮題）

スポーツ庁 健康スポーツ課／地
域振興担当

スポーツインクルージョン（仮題）

大日方邦子／田口亜紀／田中暢
子／三澤 拓／他
担当（公財）日本障がい者スポーツ
協会部長 水原 由明

憩

15:35-15:45(10 分)

16:55-17:05(10 分)

辞

憩

休

憩

特別相談

総合型地域スポーツクラブ活動助成、
施設整備助成等について

（独）日本スポーツ振興センター
スポーツ振興事業部支援第二課

＜第２日目＞ １１月１０日（土）
時間

内容

9:20-9:40(20 分)

9:40-10:30(50 分)

課題

演者

所属及び役職

Ａ スポーツクラブの継続と
発展
～スポーツコミッションと
の連携～

コーディネ

ＮＰＯ法人ピボットフットクラブ理
事長 桑田 健秀

受 付

事例発表

10:30-10:40(10 分)

質疑応答

10:40-10:50(10 分)

休

ータ(20 分)

事例発表
(30 分)

憩
コーディネ

10:50-11:40(50 分)

11:40-11:50(10 分)
11:50-12:50(60 分)

TBA

事例発表

Ｂ スポーツクラブの継続と
発展
～温泉施設のイノベー
ション～

ータ

(20 分)
事例発表
(30 分)

質疑応答
昼

食

（株）ルネサンス専務取締役 髙
﨑 尚樹
TBA
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コーディネ

12:50-13:40(50 分)

事例発表

13:40-13:50(10 分)

質疑応答

13:50-14:00(10 分)

休

14:00-14:50(50 分)

Ｃ スポーツクラブの継続
と発展
～新コンテンツ：ご当地
体操・貯筋運動～

ータ(20 分)

（公財）健康体力づくり事業財団
常務理事 増田 和茂

事例発表
(30 分)

TBA

コーディネ
ータ(20 分)

（公財）スポーツ安全協会 事業
部長 川島 雄二

事例発表
(30 分)

TBA

憩

事例発表

14:50-15:00(10 分)

質疑応答

15:00-15:10(10 分)

閉講式

Ｄ スポーツクラブのリスク
マネジメント
～スポーツ保険の活用～

修了証授与・閉会あいさつ

（公財）日本スポーツクラブ協会
常務理事 川西 正志

◆ 参加料
一般参加料

１０，０００円

特別参加料

７，０００円

＜公益財団法人日本スポーツクラブ協会維持会員―個人（一般、指導者）、スポーツクラブ、法人＞
＜公益財団法人日本スポーツクラブ協会認定校の教職員・学生＞
＊1 日のみ参加 は一般７，０００円 会員５，０００円
◆ 参加申し込み先
公益財団法人日本スポーツクラブ協会 第１１回スポーツクラブサミット係（繁木）
〒151-0053 東京都渋谷区代々木 3 丁目 1 番 10 号 代々木中央ビル 102

TEL：（03）5354-5351 FAX：（03）3373-0021
Email：info@jsca21.or.jp 【注】FAX、又はＥｍａｉｌでの申込も可能です。
http：//www.jsca21.or.jp （トップページに掲載予定）
◆ 申し込み方法
別紙申込書を協会事務局宛に１１月２日（金）までに送付してください。
受付後、受講通知書をお送りします。受講通知書を受け取った後、７日以内に費用をお振込みください。
（手続きが遅れる場合はお電話にてご連絡ください。）
この受講通知書は、当日会場にお持ちください。なお、入金確認後に領収書、詳細等を送付いたします。

キャンセル料について
※入金後にキャンセルの場合は２，０００円、開催日 5 日前からは３，０００円を入金額から
差し引き返金いたします。
※天災地変により欠席となる場合は、事務手数料として１，０００円いただきます。
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※ ＦＡＸ（03-3373-0021）、郵送後、着確認のため必ず連絡(03-5354-5351)ください
第１１回スポーツクラブサミット参加申込書
(公財)日本スポーツクラブ協会 行

※印の部分は確認の上、必ずご記入ください。

ふりがな

年齢

参加者氏名
名札記載の

性別

歳

男

・ 女

【勤務先と異なる場合のみ必ずご記入ください。】

所属先名
勤務先名
勤務先住所
勤務先電話・FAX

－

TEL

（

）

FAX

（

）

【振込名が参加者氏名と異なる場合はその振込名を必ずご記入ください。】

※振込名

【領収証につきましては、当日会場での発行はできませんので、ご希望の宛名を

※請求書
要

〒

不要

（いずれかに○を
付けてください）

必ずご記入ください。《請求書は必要な方のみ発行いたします。》】
【尚、ご記入がない場合は参加者ご本人宛とさせて頂きますのでご了承ください。】
※領収証宛名

自宅住所

〒

－

自宅電話・FAX

TEL

（

）

FAX

（

）

※ 【お持ちの方は緊急連絡用のため必ずご記入ください。】
携帯電話

―

―

1.本協会が授与する資格の中で取得されている資格に○をつけてください。
ア．スポーツインストラクター

イ．上級スポーツインストラクター

ウ．スポーツクラブマネジャー

エ．上級スポーツクラブマネジャー

オ．子ども身体運動発達指導士

カ．中高老年期運動指導士

キ．介護予防運動スペシャリスト

ク．上級介護予防運動スペシャリスト

ケ．健康・スポーツサプリメントアドバイザー

コ．上級健康・スポーツサプリメントアドバイザー

サ．高齢者体力テスト

シ．持っていない

２．維持会員（法人・スポーツクラブ・個人） いずれかに○を付け、下記会員名を記入してください。
（登録会員名
）
３．認定校 （１）認定校名 （
）
（２）該当を○で囲んで下さい。（教育職員・事務職員・学生）
４．健康・体力づくり事業財団の単位を取得する場合は番号を記入ください
健康運動指導士（No.
）及び健康運動実践指導者（No.

郵送先： 〒151-0053 東京都渋谷区代々木 3 丁目 1 番 10 号 代々木中央ビル 102
公益財団法人日本スポーツクラブ協会
注１） 申込みは平成３０年 1１月２日（金）までに、ＦＡＸ、又は郵送、又はＥｍａｉl(info@jsca21.or.jp)
にてお願いいたします。
注２） この個人情報は、当協会からサミット参加者本人への事務連絡にのみ使用します。
注３） サミット終了後は、参加者名簿として厳重に保管します。

）

