
平成27年度 都道府県研修会

県 開催場所 開催日時
青森県 青森県総合社会教育センター 平成27年5月23日 111 人 講演 地域・家庭とスポーツの狭間で歩みきて

実践発表 地域住民のスポーツ活動参加を促すための取り組み

岩手県 一関文化センター　ほか 平成27年9月11日 183 人 記念講演 スポーツの魅力
～ 基調講演 これからのスポーツ推進委員の役割

実技研修 ウォーキング、スポーツ吹矢、バウンドテニス、インディアカ

宮城県 気仙沼はまなすの館　ほか 平成27年9月5日 249 人 研究主題 スポーツ指導者としての知識を深め、スポーツの本質的な楽しさ・素晴らしさを伝える力を身につける

講演 夢の実現に向けて～フェンシング人生から学んだこと～

実技研修 はじめの一歩　思いやり・・・～無理なく・無駄なく・楽しいコミュニケーション技法～

秋田県 ホテル鹿角 平成27年7月10日 180 人 講演 スポーツ新時代におけるスポーツ推進委員への期待

山形県 遊佐町生涯学習センター　ほか 平成27年7月4日 305 人 基調講演 スポーツとわたし～スポーツにおける地域の活力

研究協議

第１分科会 地域活性化に向けた特色ある活動への取り組み

第２分科会 地域でつくる障がい者と健常者がともに楽しむスポーツ活動

第３分科会 初任者を対象とした研修

実践研修 ロコモ予防体操　花の山形！しゃんしゃん体操
福島県 パルセいいざか　ほか 平成27年10月23日 392 人 基調講演 何苦楚魂　福島の元気と笑顔のために

シンポジウム スポーツ推進委員による地域コミュニティの活性化
実技研修 ユニカール・ノルディックウォーキング・パークゴルフ

栃木県 日産自動車（株）栃木工場 平成27年12月5日 175 人 記念講演 私とオリンピック

ゲストホール

群馬県 館林市三の丸芸術ホール　ほか 平成27年7月11日 443 人 実技 ニコニコウォーキング

講演 中高年に多い関節の痛み

埼玉県 埼玉県スポーツ総合センター 平成27年9月26日 178 人 講義Ⅰ ゼネラルオリエンテーション

講義Ⅱ アスリート理解

実技Ⅲ 障がい者（知的）とのスポーツ指導体験　卓球、陸上

神奈川県 小田原アリーナ 平成27年11月23日 418 人 実技研修 ファミリーバドミントン、ドッチビー
山梨県 セレス甲府 平成27年12月13日 167 人 講演 これからのスポーツ推進委員が果たす役割

講演 スポーツ推進委員リーダー養成研修会に参加して

長野県 軽井沢大賀ホール　ほか 平成27年11月7日 463 人 テーマ スポーツの力で長野県の活性化にチャレンジ

講演会 「人を育てる」オリンピック選手育成の現場から

第１分科会 スポーツ基本計画とスポーツ推進委員の現代的役割

第２分科会 ノルディックウォーキング

第３分科会 ポールウォーキング

第４分科会 スケート

第５分科会 水中アクア

第６分科会 カローリング

第７分科会 カーリング

参加人数 内容
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新潟県 ジオ・ワールドVIP　ほか 平成27年9月26日 209 人 講演 2020年東京オリンピック・パラリンピックが人を変える、まちを変える

～ パネルディスカッション さあ、はじめよう私たちから

平成27年9月27日 実技 Miike参上！！新潟県大会、槻の森チャレンジウォーク、カローリング

富山県 南砺市福野体育館 平成27年11月29日 250 人 テーマ 元気に活動、躍動する地域を目指して～スポーツで地域づくり～

講演 スポーツ推進委員の地域づくり

実技研修 コーディネーショントレーニング、エアボールゲーム

石川県 内灘町文化会館 平成27年12月6日 273 人 講演 地域で障害者とともにスポーツを楽しむために

シンポジウム 生涯スポーツの充実～障がい者スポーツへの関わり～

実技研修 エアロビクス、ダイナミックストレッチ、卓球バレー、カローリング

福井県 永平寺緑の村 平成27年11月8日 168 人 実践発表 「夢、無限大」感動おばま～広げよう生涯スポーツの輪！～

　ふれあいセンター 講演会 けがの予防とコンディショニング

市町村対抗戦 スティックリング

静岡県 藤枝市民会館 平成27年7月18日 542 人 研修 ふじ３３プログラム
～ 講演 自然体験で何が育つか―自然と地域の教育力を構成する―

平成27年7月18日

愛知県 瀬戸市文化センター 平成27年9月19日 1100 人 実践発表 健康長寿のあたたかなまち、とよやま

実践発表 西区ジョギングウォーキング大会

研究協議 愛知県スポーツ推進委員連絡協議会研修部

三重県 鳥羽市市民文化ホール 平成27年12月12日 258 人 実技研究会 コオーディネーショントレーニング

講演 地域と連携したスポーツの取組

滋賀県 日野町町民会館 平成27年8月23日 298 人 テーマ 目指せ！健康寿命向上

　わたむきホール虹 講演 国民体育大会・全国障害者スポーツ大会に向けての取組みについて

事例発表 栗東市：仲良く楽しく和を大切に地域コミュニティーを高めよう！

米原市：米原市スポーツ推進委員の取組み

実技講演 いつまでも歩ける体力づくり

京都府 京都市東部文化会館　ほか 平成27年6月28日 312 人 事例発表 京都市、舞鶴市

講演 指導者として何が必要か～感謝のこころを忘れずに～

実技研修Ⅰ インドアペタンク

実技研修Ⅱ ワンバウンド８０

理論研修 いつまでも健康でスポーツを続けるためには

大阪府 大阪府立男女共同参画 平成27年9月5日 480 人 事例発表 地域スポーツ再生に、新たなスタート！～スポーツ推進委員協議会の自立と新たな仲間の発掘～

青少年センター（ドーンセンター） 気軽にスポーツに親しむ機会づくりをめざして

講演会 スポーツ推進委員をもっと楽しむためにスポーツ推進委員にもとめられるもの

兵庫県 姫路キャスパホール 平成27年10月25日 308 人 全体テーマ 今、求めらるスポーツ推進委員の役割

事例発表 第１部門　大都市：スポーツを楽しみ、支え、つながるまちをめざして

第２部門　中都市：地域との交流、スポーツ推進委員の活動と役割

第３部門　小都市：スポーツ推進委員とスポーツクラブ２１のかかわり

第４部門　女性委員会：運動をマンスリーからデイリーに！
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フォーラム

講演 楽しく、手軽に、効果的な＋10分［プラス・テン］

実演 ＋10分［プラス・テン］エクササイズ

奈良県 かしはら万葉ホール　ほか 平成27年8月29日 182 人 講演会 わずかな可能性

実技研修 アジャタ

和歌山県 すさみ町総合センター　ほか 平成27年11月29日 106 人 事例発表 スポーツをもっと身近に楽しむ環境づくり～スポーツの楽しさを知ろう～

スポーツ推進委員の現状と活動について～自分たちも楽しく！地域スポーツを支えるスポーツ推進委員会～

実技研修 グラウンド・ゴルフ

島根県 ホテル白鳥 平成27年8月29日 117 人 講演 スポーツとコオーディネーショントレーニング

松江市総合体育館 ～ 実技研修 コオーディネーショントレーニング実践

平成27年8月30日

岡山県 鏡野中学校講堂　ほか 平成27年7月25日 241 人 記念講演 これからのスポーツ推進委員の役割とその在り方
～ 実践発表① 地域におけるスポーツ振興「協働」～総合型スポーツクラブとスポーツ推進委員～

平成27年7月26日 実践発表② 津山市スポーツ推進委員協議会の取り組み～津山市民スポーツ祭について～
広島県 尾道市民センター向島　ほか 平成27年7月11日 316 人 講演 アスレチックトレーナーが語る運動とスポーツの社会的役割とその可能性

～ 実技研修① ふらばーるバレーボール

平成27年7月12日 実技研修② スポーツ指導者が知っておくべきスポーツ傷害の予防

山口県 光市総合体育館 平成27年6月13日 334 人 研究協議 地域におけるスポーツの普及と推進

セミナー スロージョギング・ステップのすすめ

徳島県 ふれあいセンター立江 平成27年7月5日 108 人 講義① 熱中症予防について

講義② 私と野球

ディスカッション スポーツ推進委員の活動を共有しよう！

香川県 高松市香川総合体育館 平成27年6月14日 240 人 講演 スポーツと健康の楽しい関係

実技① 笑顔で拡げるストレッチング

ドッチビー

愛媛県 愛媛県生涯学習センター　ほか 平成27年5月30日 503 人 テーマ 愛顔つなぐえひめ国体の開催準備について

ほか5日程 実技研修 囲碁ボール、ラダーゲッター、デッキスティックゲーム

高知県 高知県立高知青少年の家 平成27年12月6日 87 人 事例発表 高知市スポーツ推進委員会

グループワーク 地域におけるスポーツ推進委員の活動の活性化に向けて

実技研修 キンボール、カローリング、ディスゲッター、ディスクゴルフ

福岡県 イイヅカコスモスコモン 平成27年12月20日 787 人 講演 努力でつかんだ銀～オリンピックで得たもの

シンポジウム 東京オリンピック・パラリンピックに向けて～スポーツ推進委員が今できること～

佐賀県 武雄市文化会館 平成28年3月5日 360 人 記念講演 夢をかなえるコツ～あきらめなければ夢１００％

事例発表 スポーツで生み出す地域の絆

大分県 はちまんの郷宇佐 平成27年12月6日 279 人 大会テーマ いつでも　どこでも　いつまでも　スポーツでつなぐ健康の輪～はちまんの郷から新たな歴史を～

講演 スポーツを通して地域と人を元気に～ポジティブ思考が未来を創る～

実践発表 スポーツでつなぐ健康の輪

実技 地域でつくる障がい者と健常者がともに楽しめるスポーツ活動（ペタンクゴルフ、卓球バレー）
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宮崎県 西都市市民会館　ほか 平成27年11月28日 256 人 スローガン みんながスポーツ１１３０　すうこやか人生

～ 主題 地域のニーズに応じたスポーツ推進委員の在り方

平成27年11月29日 講演 一期一会～スポーツを通じた出会いと絆

事業説明 ”１１３０”県民運動ライフスポーツ推進事業説明

講習 １１３０体操＆ウォーキング～ロコモ予防を含めたよくばりエクササイズ～

実技講習 パークゴルフ、西都原観光ウォーキング

沖縄県 浦添市てだこホール 平成27年8月22日 289 人 講演 市町村におけるスポーツ推進委員の役割について
～ シンポジウム スポーツ推進委員とはどうあるべきか～各市町村におけるこれまでの取組み及び今後の課題について～

平成27年8月23日 実技研修 キンボール、ミニトランポリン、風船バレー、ボッチャ


	事業内容

