
平成29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29年5月28日 104 人 講演 プロスポーツが青森にくれたもの

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

宮城県 えずこホール　ほか 平成29年10月14日 252 人 講演 「はじめてのコンディショニング」簡単・シンプルな動きで、身体本来の調子を取り戻す

実技 「頑張らないトレーニング」運動や日常生活のパフォーマンスをグングンあげる

秋田県 三種町琴丘総合体育館 平成29年6月10日 297 人 講演 スポーツが育てる人間と地域
～ 研究協議 地域活力を育む地域スポーツとは

平成29年6月11日 実技 クアオルトウォーキング

山形県 三友エンジニア体育文化センター 平成29年7月1日 329 人 講演 地域に貢献できるスポーツ推進活動

研修１ スポーツ推進委員について

研修２ 地域の活性化とスポーツ推進委員にできること
福島県 會津風雅堂　ほか 平成29年10月20日 426 人 講演 チーム力（りょく）

～ シンポジウム 高齢化社会におけるスポーツ推進委員の役割
平成29年10月21日 実技 あいづフラボール、ボッチャ、歴史ウォーク

栃木県 日産自動車(株)栃木工場 平成29年12月16日 186 人 講演 ペップトーク～元輝・勇気・やる気を引き出す言葉の力～

ゲストホール

群馬県 みかぼみらい館大ホール　ほか 平成29年7月8日 441 人 講演 ２０１６年度上武大学駅伝部の奇跡

実技 太極拳

埼玉県 スポーツ総合センター 平成29年9月16日 96 人 講義 埼玉県における障がい者のスポーツの現状

実技 シッティングバレーボールの実践体験

神奈川県 寒川総合体育館 平成29年11月23日 421 人 実技 ボッチャ

山梨県 アピオ甲府 平成29年12月10日 310 人 テーマ 「地域を繋ぎ、地域を生かし、地域を元気に」

　～人と人を繋ぎ、連携・協働し、愛されるスポーツ推進委員～

講演１　講演２

長野県 小布施町立小布施中学校体育館 平成29年9月23日 414 人 講演 スポーツの可能性

ほか 実技 スラックライン、ふらば～るバレー、脳活性化に役立つレクリエーション・ゲーム

平成29年9月24日 パワーウォーキング、健康・スポーツのためのコンディショニング

新潟県 新潟ユニゾンプラザ　ほか 平成29年10月28日 239 人 講義 スポーツ推進委員の資質と役割
～ 講演 故郷新潟から宝塚　そして今

実技研修 スポーツ鬼ごっこ、レク式バイアスロン、レク式体力チェック

石川県 川北町文化センター　ほか 平成29年12月3日 283 人 講演 「高齢者を元気にするためのスポーツ推進委員の役割」～スポーツ参加のポイントと留意点とは～

シンポジウム 高齢者のスポーツ参加と健康対策

実技 ファミリーバドミントン、ワンバウンドふらばーるバレー、ココロとカラダのストレッチ

福井県 池田町能楽の里文化交流会館 平成30年3月11日 162 人 実践発表 誰もが身近にスポーツを楽しめる町に

ほか 講演 スポーツに学ぶコミュニケーション～元気・活気・勇気を与えるトーク術～

市町対抗戦 木ッター、立ッター、ゲッター

参加人数 内容
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静岡県 三島市文化会館 平成29年8月20日 566 人 研究発表 熱海市、河津町

講演 2020年に向けた新しい地域スポーツの振興戦略

愛知県 日進市民会館 平成29年9月30日 904 人 実践発表 大府市のスポーツ推進委員の「今」と「今後」

スポーツでつながる”大家族たかはま”

情報交換 リーダー養成講座で得たもの

三重県 津市産業・スポーツセンター 平成29年12月9日 294 人 講演 みんなで大きく育てよう　スポーツの力

サオリーナ 実技 「りとみっく健康体操」でリズムを取りながら脳を鍛えましょう！

滋賀県 豊栄のさと文化ホール 平成29年8月27日 289 人 事例発表 守山市総合型地域スポーツクラブの取り組み

長浜市事例発表

実技講演 動くことが子どもにもたらすこと

京都府 綾部市総合運動公園体育館 平成29年6月18日 306 人 講演 スポーツを通じた人間形成～選手と指導者として学んだこと～

実技研修 車いすハンドボール、中丹３市のニュースポーツ

理論研修 健康寿命と運動

大阪府 豊中市立文化芸術センター 平成29年9月16日 497 人 伝達講習 リーダー養成講習会における伝達講習

事例発表 島本町スポーツ推進委員協議会、堺市スポーツ推進委員会

シンポジウム スポーツ推進委員の現状と課題とこれから

兵庫県 新温泉町健康公園　ほか 平成29年10月21日 466 人 事例発表 がんばれ神戸っ子ドッジボール大会への取り組みについて
～ スポーツ活動による地域住民の健康づくり

平成29年10月22日 小さい町ならではの取組み～かきねを越えて～

幼児から高齢者、障がい者まで、誰もが楽しく生き生きと暮らせるためのスポーツ推進委員の役割

講演 姿勢バランス講座　スポーツ障害予防のために

奈良県 広陵町広陵中央公民館　ほか 平成29年9月2日 159 人 講演 スポーツ推進委員に今求められていること

実技研修 ラジオ体操

和歌山県 日高町立中央公民館　ほか 平成29年11月12日 96 人 事例発表 かつらぎ町におけるスポーツ推進委員活動について～スポーツで繋ぐ絆と健康～

東牟婁地方におけるスポーツ推進委員の現在の取り組みと今後について

ラジオ体操

実技 ＫＩＮ－ＢＡＬＬ

鳥取県 鳥取県立夢みなとタワー　ほか 平成29年12月9日 213 人 講演 夢に向けてのチャレンジ精神～ヨット太平洋往復横断未知への航海～
～ 実践発表 八頭町、三朝町

平成29年12月10日 実技 ワンバウンドふらばーるバレー

島根県 ふれあいホールみと　ほか 平成29年8月26日 135 人 講演 スポーツならどんな障がいも越えられる～サッカーから学んだこと～
～ 実技研修 障害のある人と一緒に楽しむグラウンドゴルフ

平成29年8月27日

岡山県 ライフパーク倉敷　ほか 平成29年8月5日 287 人 講演 身体運動のメカニズム～効果的な健康づくりのために～
～ 実践発表 スポーツをはじめるきっかけづくり～「市民スポーツの日」の制定と地域スポーツ教室

平成29年8月6日 地域スポーツの推進～楽しいスポーツ推進委員活動を求めて～
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広島県 福山市神辺文化会館　ほか 平成29年7月8日 285 人 講演 オリンピック四大会連続輩出の天満屋女子陸上競技部の一員として思うこと
～ 実技研修 正しいウォーキングで頭も体もスッキリ！

平成29年7月9日

徳島県 鳴門・大塚スポーツパーク 平成29年7月30日 148 人 情報提供 熱中症予防について

講座 生涯スポーツと障害者スポーツについて

研修 障がい者スポーツ観戦　パラリンピック種目　「車いすバスケットボール交流試合」

香川県 高松市香川総合体育館 平成29年6月11日 263 人 講演 障がいのある方と地域でスポーツを楽しむ～ルールや道具を工夫しよう～

実技 シッティングバレーボール、シッティングホッケー、卓球バレー、フライングディスク

愛媛県 愛媛県生涯学習センター 平成29年5月27日 478 人 講演 視覚障がい者との接し方、関わり方

ほか　5地区会場 ほか　5日程 実技 ピロポロ、ラケットテニス

高知県 高知県立青少年の家　ほか 平成29年12月10日 72 人 事例発表 四万十町スポーツ推進委員会

講演 10歳若返る！「インターバル速歩」－その背景とエビデンズ－

体験研修 インターバル速歩

福岡県 苅田町立中央公民館 平成29年12月10日 758 人 インタビュー 車いすバドミントン選手（株式会社ブリヂストン所属）小林　幸平　　ほか

シンポジウム 久留米大学人間健康学部　准教授　行實　鉄平

佐賀県 多久市中央公民館 平成30年3月3日 360 人 講演 秘めた力を探せ

事例発表 スポーツで生み出す地域の絆

長崎県 壱岐西部総合開発センター 平成29年11月25日 196 人 講演 私がレスリングを通して学んだこと
～ 事例発表 壱岐市、南島原市

平成29年11月26日

熊本県 菊池市文化会館 平成29年12月9日 584 人 講演 小学校部活動の社会体育移行に伴う指導プログラムについて～コンディショニングトレーニングについて

ほか ～ 発表 地域実践から学ぶ、スポーツ推進委員の姿

平成29年12月10日 実技 ドッヂビー

大分県 くにさき総合文化センター 平成29年11月19日 327 人 講演 子どものからだと心を育む身体活動の可能性

実践発表 つながれ！スポーツ推進委員と総合型地域スポーツクラブ

実技 正しいストレッチ、体幹トレーニング、筋膜リリース等

宮崎県 門川町勤労者総合福祉センター 平成29年7月29日 184 人 講義 生涯スポーツ社会の実現で延ばそう宮崎県の健康寿命Ⅱ

ほか ～ 演習 生涯スポーツ社会の実現を本気で目指そう

平成29年7月30日 報告発表 平成２８年度リーダー養成講習会

平成29年8月19日

沖縄県 南城市玉城総合体育館 平成29年8月26日 261 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29年8月27日
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