
平成28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28年11月13日 97 人 講演 りんごっ子で日本一～地域スポーツの発展を願って～

実践発表 地域の活性化を目指したスポーツ推進委員の役割

実技研修 ノーマライビクス～簡単にできるリズム体操～

岩手県 久慈グランドホテル　ほか 平成28年8月6日 204 人 記念講演 障がい者スポーツからユニバーサルスポーツへ
～ 視察研修 久慈地下水族科学館、小袖海女センター、野田村沿岸部

平成28年8月7日 実技研修 スポーツ鬼ごっこ、卓球バレー、ウォーキング

宮城県 東松島市コミュニティセンター 平成29年2月4日 252 人 講演 「文武楽三道」で心豊かに生きる

講話 ワッハッハ！でストレス発散～声と笑いの健康法　～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 男鹿市民文化会館　ほか 平成28年6月11日 180 人 記念講演 凛とした人づくり
～ 研究協議 スポーツの力による健康寿命への貢献

平成28年6月12日 実技研修会 スマイルボウリング、ユニバーサルホッケー、オーバルボール

山形県 新庄市民文化会館 平成28年7月23日 362 人 基調講演 オリンピックレガシー

研究協議

第１分科会 自分たちが主体となってできる活動

第２分科会 総合型地域スポーツクラブとスポーツ推進委員の関わり方

実践研修 日常生活を快適に過ごすための動きづくり～衰え知らずのからだづくりの秘訣～
福島県 田村市文化センター 平成28年10月21日 357 人 講演 Enjoy Sports　～スポーツの秘めた可能性をさがして～

～ シンポジウム 地域における障がい者スポーツの普及と発展に向けて
平成28年10月22日 実技研修 パドルテニス、ビーチボール、グラウンドゴルフ

栃木県 日産自動車（株）栃木工場 平成28年12月10日 186 人 講演 障がい者スポーツの魅力とは～スポーツが与える夢と勇気～

ゲストホール

群馬県 渋川市民会館　ほか 平成28年10月10日 339 人 講演会 下肢の障害と予防について

実技 伊香保温泉石段街ウォーキング

埼玉県 埼玉県スポーツ総合センター 平成28年9月24日 79 人 講義 障がい者（視覚障害）とスポーツ推進委員の関わり

実技 ブラインドサッカーの実践

神奈川県 綾瀬市民スポーツセンター 平成28年11月23日 229 人 実技研修 ボッチャ
山梨県 アピオ甲府 平成28年12月11日 201 人 基調講演 関東大会開催への道のりと、その意義

研修① これからのスポーツ推進委員が果たす役割

研修② 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 駒ヶ根市総合文化センター　ほか 平成28年11月12日 404 人 テーマ スポーツを通じて人をつなぎ、地域を活性化させよう

講演会 オリンピックへの道のり～こだわり人生～

第１分科会 指導・実践できるウォーキングのポイント

第２分科会 れっつスマイル！れっつレクリエーション！！

第３分科会 ふわっとテニス

第４分科会 誰もが参加できるスポーツ（ボッチャ、スルーネットピンポン）体験～これからのスポーツ環境を考える

第５分科会 指導者のためのかけっこ教室

参加人数 内容



平成28年度 都道府県研修会

県 開催場所 開催日時 参加人数 内容
富山県 氷見ふれあいスポーツセンター 平成28年11月28日 250 人 講演 ゆるスポーツのご紹介及びスポーツを様々なソリューションツールとして利用した事例

実技研修 ゆるスポーツ、ノルディック・ウォーキング

石川県 田鶴浜サンビーム日和が丘　ほか 平成28年12月11日 287 人 テーマ 誰もが楽しめるスポーツ活動をもとめて～生涯を通して、誰もが楽しめるスポーツ支援づくり～

講演会 健康の秘訣は家やオフィスでの生活にある

シンポジウム 誰もが楽しめるスポーツ活動をもとめて

実技研修 PETA-B、ワンバウンドふらばーるバレー、ウォーミングアップ法

福井県 おおい町総合運動公園　ほか 平成28年7月24日 180 人 実践発表 人・地域・みらいを築くスポーツのちから

実技研修会 体幹トレーニングのすすめ

ダンス出前講座

市町村対抗戦 アジャタ

静岡県 三ケ日文化ホール 平成28年8月21日 535 人 研究発表 下田市、東伊豆町

講演 運動をしただけでは身体は作れない

愛知県 東海市芸術劇場 平成28年9月17日 1,083 人 実践発表 犬山市：スポーツで感動

蒲郡市：合言葉は３つの「C」

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 上野フレックスホテル 平成28年12月10日 273 人 講演会 世界のスポーツ文化と地域スポーツ

実技研究会 忍にん体操

滋賀県 草津市立クレアホール 平成28年8月28日 324 人 テーマ ウォーキングの効果と健康づくり

事例発表 高島市：地域に根ざした活動を目指す

竜王町：町民一人ひとりの日常化を目指して

実技講演 ウォーキングの効果と健康づくり

京都府 みやづ歴史の館　ほか 平成28年6月26日 280 人 事例発表 山城地方、南丹市

講演 障がい児・者とスポーツを楽しむための環境づくり

実技研修Ⅰ ノルディックウォーキング

実技研修Ⅱ ビーチボールバレー

理論研修 成長期におけるスポーツ障害について

大阪府 大阪府立男女共同参画 平成28年9月3日 484 人 事例発表 地域の特性を生かしたスポーツ振興

青少年センター（ドーンセンター） スポーツを通して広げよう!!!村民の輪（和）～ニュースポーツの普及の経緯・各種団体との連携、共催

講演会 スポーツ（地域スポーツ・部活動）は人を育て、人をつなぎ、人の絆を深める

兵庫県 たつの市総合文化会館 平成28年10月30日 358 人 全体テーマ 新たなスポーツの普及・促進とスポーツ推進委員の役割

アクアホール 事例発表 第１部門　大都市：地域に根ざしたスポーツの振興を目指す取り組みについて

第２部門　中都市：地域スポーツ事業における「PDCAサイクル」の取り組み！

第３部門　小都市：スポーツ推進委員と総合型地域スポーツクラブの連携

第４部門　女性委員会：女性委員のこれからの活躍に向けて

フォーラム 身体が心が嬉しくなるウェルネススポーツ

奈良県 三宅町文化ホール　ほか 平成28年9月3日 162 人 講演会 自助と互助による新しい健康増進

実技研修 ボッチャ
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県 開催場所 開催日時 参加人数 内容
鳥取県 ハワイアロハホール　ほか 平成28年11月5日 195 人 講演 スポーツ放送こぼれ話

～ 実践発表 スポーツ推進委員リーダー養成講習会へ参加して

平成28年11月6日 大山町スポーツ推進委員の活動

実技研修 グラウンド・ゴルフ

岡山県 まなび広場にいみ　ほか 平成28年7月23日 240 人 記念講演 幼児期の運動指導
～ 実践発表① 生涯スポーツの基盤となる「親子ふれあい体操」を指導して

平成28年7月24日 実践発表② 高梁市スポーツ推進委員協議会の取組～「大人の楽トレ教室」を通して～
広島県 三次市民ホール　きりり　ほか 平成28年7月9日 278 人 講演 これからのスポーツ推進委員に期待されるもの

～ 実技研修① ラフティングボート

平成28年7月10日 実技研修② ノルディック・ウォーキング

山口県 防府市地域交流センター　ほか 平成28年6月4日 336 人 記念講演 地域スポーツ発展の担い手として期待すること
～ 研究協議 学校・家庭・地域とスポーツ推進委員の関わり

平成28年6月5日 実技 尻相撲

徳島県 藍住町町民体育館 平成28年7月3日 106 人 講義 スポーツ安全保険について

講義② 認知症サポーター養成講座

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28年6月12日 282 人 発表 スポーツ推進委員リーダー養成講習会に参加して

講演 障害者スポーツとは？

実技 スポーツ体験と車椅子乗車体験

愛媛県 愛媛県生涯学習センター　ほか 平成28年5月28日 450 人 テーマ 高齢者とスポーツの関わり～スポーツ・レクレーションを通じた健康増進の必要性と実践～

ほか5日程 実技研修 ドッチビー、ディスコン

福岡県 大牟田文化会館 平成28年12月11日 791 人 研修テーマ スポーツのバリアフリーを目指して～いつでも・どこでも・だれでもできるスポーツの推進～

実践発表 「スポーツ活動を通した共生社会の実現」「総合型SCと健康福祉が連携した健康づくり事業の取組」

インタビュー

佐賀県 基山町民会館 平成29年3月4日 340 人 記念講演 災害時におけるスポーツコミュニティの役割と必要性

事例発表 スポーツで生み出す地域の絆

長崎県 とぎつカナリーホール　ほか 平成28年11月26日 458 人 研究主題 スポーツの”チカラ”で地域を元気に！
～ 特別講演 夢を追い続けて…　諦めない！ポジティブに！いつも元気なその秘訣

平成28年11月27日 事例発表 「スポーツ推進委員による「ささえるスポーツ」」「町民の健康づくりと体力づくり」

実技 ドッチビー

大分県 九重文化センター 平成28年11月27日 296 人 大会テーマ スポーツの力でつかもう夢と希望に満ちたまちづくり

講演 「スポーツを通じて夢と希望に満ちたまちづくり」～選任と委嘱後におけるスポーツ推進委員の地域で

実践発表 地域に夢をあたえるスポーツの力

実技 地域で延ばそう健康寿命
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宮崎県 串間市文化会館　ほか 平成28年12月3日 252 人 スローガン みんながスポーツ1130　すこやか人生

～ 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28年12月4日 講演 スポーツの力

事業説明 ”１１３０”県民運動ライフスポーツ推進事業説明

実技講習 卓球バレー、ポールウォーキング

沖縄県 宮古島市中央公民館 平成28年8月27日 206 人 講演 「スポーツ推進委員の意識改革」～個人として・組織として～
～ シンポジウム 「スポーツ推進委員の現状と課題」

平成28年8月28日 実技研修 ファミリーバドミントン、伊良部大橋ウォーキング


	事業内容

