
 

１．趣旨 令和２年度スポーツ振興くじ（toto）助成事業として、総合型地域スポーツクラブや企業スポーツクラ

ブの創設及び経営に携わるスポーツクラブマネジャーを養成するための講習会を開催します。 

指定管理者制度が広く定着する中、第２期スポーツ基本計画においては地域クラブへの認証制

度の導入が唱えられています。また、一般企業では健康経営に取り組む企業が増え、健康への意

識が高まっています。クラブの存続には社会変化に対応するなど経営の多角化も考慮したクラブ

マネジャーの養成が急務となっていることを踏まえたカリキュラムとなっています。 

 

※ 当協会が認定する「スポーツクラブマネジャー資格」は、特許庁に商標として登録されています（平

成２６年３月７日登録） 

※ 本講習会の修了者は、総合型地域スポーツクラブがスポーツ振興くじ（toto）からの助成を受ける

ための有資格者（スポーツクラブマネジャー）となります。 

２．主催   公益財団法人日本スポーツクラブ協会  

３．後援   （申請中）スポーツ庁 

４．期日   ２０２１年２月１９日（金）・２０日（土）・２１日（日）（３日間） 

５．会場 独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センター センター棟 ３０４研修室 

〒１５１－００５２ 東京都渋谷区代々木神園町３－１ 

６．受講対象者   スポーツクラブに興味・関心等のある満１８歳以上の方、スポーツクラブの運営に関わっている方 

７．定員   ３０名（先着順により定員になり次第、締め切らせていただきます。） 

８．費用 （１）受講料   ３2，０００円（資料代・消費税含む）  

（協会維持会員・指導者登録会員・認定校の教職員及び学生は 29，０００円、 

高齢者体力テスト指導士認定者は 31，０００円） 

（２）資格取得費用 １7，6００円 

（内訳 レポート審査料 2,２00円 認定料 2,２00円 登録料 1３,２00円／４ヶ年度分） 

※受講のみの参加も可能です。 

※資格認定者には有効期限付資格認定証・登録カードを交付します。 
＜キャンセル料について＞ 
⚫ 受講通知書発送後にキャンセルされる場合は事務手数料として 1,000円 
⚫ 入金後のキャンセル 
⚫ 入金から８日前    １０％ 
⚫ ７日前～前日１６時まで   ３０％ 
⚫ 前日１６時以降～当日／連絡なし  １００％ 
※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円を差し引いて返金いたします。 
※使用施設の利用休止があった場合は、やむを得ず開催を延期することがありますのでメールアドレスのご
記載をお願い致します。 

９．資格審査方法 講習会終了後、レポートを提出（詳細は講習会最終日にお伝えします）  

10．申込方法 別紙申込書を協会事務局宛に郵送、FAX、Ｅメールにて送付してください。申込書を提出後、必ず事務

局宛(03-5354-5351)にご一報ください。受講通知書は申込書受理後、1 月より送付します。なお、

受講通知書をお受け取り後、７日以内に受講費用をお振り込みください。 

◎ 申込先 ：公益財団法人日本スポーツクラブ協会 事務局   （月～金曜日 10：0０～１6：0０） 

スポーツクラブマネジャー養成（資格認定）講習会担当 

               〒１５１－００５３ 東京都渋谷区代々木３－１－１０ 代々木中央ビル１０２ 

               ＴＥＬ：（０３）５３５４－５３５１ ＦＡＸ：（０３）３３７３－００２１ 

               E－mail ：info@jsca21.or.jp                                     

E－mailでの申込も可能です。申込書を撮影して送るか申込事項を記載の上申込みください。 

【免責事項】 

●講習会開催中に発生した怪我その他の事故については、当協会に故意または重過失がない限り、責任は負いません。 

●持病や治療を受けている場合、アレルギーがある場合、それらを原因とした疾病等について責任は負いません。  

令和 2年度スポーツ振興くじ助成事業 

第１６回スポーツクラブマネジャー養成（資格認定）講習会開催要項 

mailto:info@jsca21.or.jp


【カリキュラム】（予定） 
日程 時 間    内 容 講師 所属 

２/1９ 

（金） 

1３:００-1３:１０ 受  付     

1３:１０-1３:２０ 開講式（オリエンテーション）   

13：20-14：20 

（60） 

スポーツクラブのマネジメント概論 1 

―事業計画とマネジメント― 

（講義・演習） 

柳沢 和雄 武庫川女子大学学術顧問 

14：30-15：30 

（60） 

スポーツクラブのマネジメント概論 2 

―事業計画とマネジメント― 

（講義・演習） 

柳沢 和雄 武庫川女子大学学術顧問 

15：40-17：10 

（90） 

スポーツクラブのマーケティングコミュニ

ケーション－地域にどう伝えるか－ 

（講義・演習） 

山野 勝行 株式会社 GWC 代表取締役 

17：20-18：50 

（90） 

マーケティングマネジメント 

（講義・演習） 
工藤 康宏 順天堂大学 准教授 

２/20 

（土） 

9:00-9:10 受  付   

9：10-10：40 

（90） 
財務と会計 （講義・演習） 小林 壮太 公認会計士 

10：50-12：20 

（90） 
顧客（会員）管理 （講義・演習） 立川 雅敏 

東京アスレティッククラブ 

専務取締役 

12：20-13：20 （ランチタイム 60分）   

13：20-14：50 

（90） 

スポーツクラブの経営戦略 

―地域の健康経営に取り組む― 
樋口 毅 

株式会社ルネサンス 

健康経営企画部 部長 

15：00-16：00 

（60） 

スポーツクラブと指定管理者制度（講

義・演習） 
坂田 公一 順天堂大学 客員准教授 

16：10-17：10 

（60） 

スポーツクラブのリスクマネジメント

（講義・演習） 
坂田 公一 順天堂大学 客員准教授 

17：20-18：50 

（90） 

スポーツクラブのホスピタリティ 

（講義・演習） 
張間 裕子 

株式会社 Body’n tone 

代表取締役 

２/21 

（日） 

9:00-9:10 受  付   

9：10-10：40 

（90） 

スポーツクラブのエリアマネジメント 

（講義・演習） 
調整中  

10：50-12：20 

（90） 
人事管理と人材育成 （講義・演習） 澤崎 貴章 

セントラルスポーツ株式会社 

人事部 部長 

12：20-13：20 （ランチタイム 60分）   

13：20-14：20 

（60） 

地域の公園行政と公園利用 1  

（講義・演習） 
町田 誠 

SOWING WORKS 

 ORGANIZER 

14：30－15：30 

（６０） 

地域の公園行政と公園利用 2  

（講義・演習） 
町田 誠 

SOWING WORKS 

 ORGANIZER 

15：30 閉講式（レポート説明・修了証授与・挨拶）  

※講義内容と講師は変更することがあります  



第１６回スポーツクラブマネジャー養成（資格認定）講習会  申 込 書 
送信先 ＦＡＸ（03-3373-0021）・メール info@jsca21.or.jp 

郵送・メール後、着確認のため必ず電話連絡（03-5354-5351）をください 

フリガナ  性別 年齢 ↓➀・②それぞれについて○で囲んでください 

氏  名  男・女  
➀ 資格取得について  （する）  ・  （しない） 

② 宿舎案内について  （いる）  ・  （いらない） 

生年月日 （西暦）        年   月   日          

自宅 

連絡先 

（〒     －        ） 

住所 

TEL（         －          －           ） 

FAX（         －          －           ） 

携帯（         －          －           ） 

※緊急連絡に必要なため、お持ちの方は必ず記載してください 

E-mail  

※領収書が参加者氏名と異なる場合は、宛名をご記入ください （                                 ）  

※所属先名 
※名札に記載しますので、勤務先と異なる場合ご記入下さい。記入なしの場合、名札には勤務先名を記載します。 

（                                        ） 

勤務先名  

勤務先 

連絡先 

（〒     －        ） 

住所 

TEL（         －          －           ） 

FAX（         －          －           ） 

E-mail  

１． 本協会が授与する資格の中で取得されている資格（マスターを含む）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．高齢者体力テスト指導士               シ．持っていない 

２．維持会員・賛助会員の方は、下記のいずれかに○を付け、会員名を記入してください。 

          ア．法人         イ．スポーツクラブ       ウ．個人 

         登録会員名 （                              ）   

        ３．認定校の方は学校名を記入し、ア～ウの該当する記号に○を付けてください。 

認定校名 （                               ） 

ア． 教育職員      イ．事務職            ウ．学生 

 

注意１) この個人情報は、参加者名簿及び協会から本人への事務連絡に使用します。 

注意２） 講習会終了後は、参加者名簿として厳重に保管します。 


