
第３回全国スポーツクラブサミット 

開 催 要 項 

開催趣旨 

我が国のスポーツクラブは、先ず学校の運動部活動に導入され、次いで職場のスポーツクラブとして行われ、20
世紀後半からは、居住地住民を中心とする地域スポーツクラブや都市部を中心とする商業スポーツクラブが急速に

普及しています。また、２０００年にスタートした「国のスポーツ振興基本計画」に基づく”総合型地域スポーツクラブ”も年々増

加しています。本協会では、平成１１年度以来全国に各種のスポーツクラブを普及・育成するための事業の一環として、全国

スポーツクラブセミナー及びサミットを開催しています。 

本年度の第３回全国スポーツクラブサミットでは、「スポーツクラブの過去、現在、未来」、「我が国の生涯スポーツの施策と

展望」、「我が国の生涯健康の施策と展望」の３つの特別講演に加え、スポーツ振興くじ（toto）助成金申請のポイントの解説、

更に各種スポーツクラブが抱える諸課題に焦点をあて、そのクラブの継続的発展のため高齢者の健康運動プログラムの導入

を図る等、経営戦略的な取り組みとして企画しました。 

このように、他方面にわたる多くの皆様方の利益の増進に寄与することを目的として開催します。 
 

主 催  

財団法人日本スポ－ツクラブ協会   

 

後 援（依頼中） 

文部科学省 

厚生労働省 

財団法人日本体育協会 

財団法人日本レクリエーション協会 

社団法人全国体育指導委員連合 

財団法人日本オリンピック委員会 

財団法人日本体育施設協会 

健康日本２１推進全国連絡協議会 

財団法人健康・体力づくり事業財団 

ＮＰＯ法人日本健康運動指導士会 

財団法人笹川スポ－ツ財団 

財団法人日本サッカ－協会 

社団法人日本プロサッカーリーグ 

社団法人日本グラウンド・ゴルフ協会 

日本レジャー・レクリエーション学会 

日本生涯スポーツ学会 

 

協 賛 

 財団法人ミズノスポーツ振興財団 

明治乳業株式会社 

 

期 日  

平成 22年 11月 13日（土）・14日（日） 

 

会 場  

国立オリンピック記念青少年総合センター （国際交流棟 1階、国際会議室） 

〒151-0052 東京都渋谷区代々木神園町３－１ TEL（03）3467－7201（代） 

 

定 員   200名 



◆ プログラム 

＜第１日目＞ １１月１３日（土） 

時間 内容 演題 演者 所属及び役職 

12:30-13:00(30 分) 受付    

13:00-13:10(10 分) 開講式 

 

 

あいさつ 

 

祝 辞 

小野清子 

 

坂元譲次 

（財）日本スポーツクラブ

協会 名誉会長 

文部科学省スポーツ・青少

年局生涯スポーツ課長 

13:15-14:15(60 分) 特別講演① スポーツクラブの過去、現在、未

来 

山本 浩 法政大学教授 

元 NHK解説主幹 14:15-14:25(10 分) 質疑応答 

14:25-14:40(15 分) 休憩    

14:40-15:40(60 分) 特別講演② 我が国の生涯スポーツの施策と展

望 

猪股康博 文部科学省スポーツ・青少

年局生涯スポーツ課スポ

ーツ指導専門官 

15:40-15:50(10 分) 質疑応答 

15:50-16:00(10 分) 休憩    

16:00-17:00(60 分) 特別講演③ 我が国の生涯健康の施策と展望 木村博承 

 

厚生労働省健康局総務課

生活習慣病対策室長 17:00-17:10(10 分) 質疑応答 

17:10-17:20(10分) 休憩    

17:20-17:50(30分) 講義（解説) スポーツ振興くじ（toto）助成金

申請のポイント 

山本幸男 （独）日本スポーツ振興セ

ンター助成課課長補佐  

＜第２日目＞ １１月１４日（日） 

時間 内容 演題 演者等 所属及び役職 

9:00-9:20(20分) 受付    

9:20-10:10(50分) 事例発表 Ａ スポーツクラブの継続と

発展  

～会員確保とその継続～ 

  

コーディネータ(20分) 

松岡 宏高 

 

早稲田大学 准教授 

事例発表(30分) 

吉田 智宣 

（東京都墨田区） 

（株）ルネサンス 

執行役員営業企画部長 

10:10-10:20(10 分) 休憩    

10:20-11:10(50分) 事例発表 Ｂ スポーツクラブの継続と

発展  

  ～スポーツ施設の指定管

理への参入～ 

コーディネータ(20分) 

舟木 泰世 

東京都広域スポーツセ

ンター コーディネータ 

事例発表(30分) 

 澤井 翼 

（東京都目黒区総合型地域

スポーツクラブ） 

NPO法人スポルテ目黒 

理事長 

11:10-11:20(10 分) 休憩    

11:20-12:10(50 分) 事例発表 Ｃ スポーツクラブの継続と

発展 

～健康運動プログラム 

の導入～ 

コーディネータ(20分) 

鈴木 秀雄 

 

関東学院大学 教授 

事例発表(30分) 

 辻  徹 

（大阪府総合型地域スポーツ

クラブ） 

なまずえ 

鯰江動楽クラブ 

クラブマネージャー 

12:10-13:20(70分) 昼 食    



13:20-15:00(100分) 

 

＊５０分経過後 

 コーナーを移動 

コンサル

ティング

コーナー 

（相談と

質疑） 

第１コーナー 

Ａ スポーツクラブの継続と 

発展  

～会員確保とその継続～ 

 

相

談

員 

 

コーディネータ 

松岡 宏高 

 

早稲田大学 准教授 

事例発表者 

吉田 智宣 

 

（株）ルネサンス 

執行役員営業企画部長 

第２コーナー 

Ｂ スポーツクラブの継続と 

発展  

～スポーツ施設の指定管理 

の参入～ 

相

談

員 

 

コーディネータ 

舟木 泰世 

 

東京都広域スポーツセ

ンター コーディネータ 

事例発表者 

 澤井 翼 

 

NPO法人スポルテ目黒 

理事長 

第３コーナー 

Ｃ スポーツクラブの継続と 

発展  

～健康運動プログラムの 

導入～ 

相

談

者 

 

コーディネータ 

鈴木 秀雄 

 

関東学院大学 教授 

事例発表者 

辻  徹 

 

鯰江動楽クラブ 

クラブマネージャー 

15:00-15:10(10分) 閉講式 

修了証 

授与・ 

あいさつ 

  

浦井 孝夫 

財団法人日本スポーツ

クラブ協会 理事長 

 

◆ 参加料 

一般参加料      １０,０００円 

特別参加料       ７,０００円 

（財団法人日本スポーツクラブ協会維持会員） 

（財団法人日本スポーツクラブ協会認定登録指導者） 

（財団法人日本スポーツクラブ協会認定校の教職員・学生） 

◆ 参加申し込み先 

   財団法人日本スポーツクラブ協会 第３回全国スポーツクラブサミット係（浅野） 

      〒160-0013 東京都新宿区霞ヶ丘町 10 番 2 号 国立霞ヶ丘競技場内 
    TEL：（０３）５７８６－３２６１ FAX：（０３）５４１２－６５２１ 
    E－mail：info@jsca21.or.jp  http：//www.jsca21.or.jp 【注】FAX 又は E－mail での申込も可能です。 
◆ 申し込み方法財団法人日本スポーツクラブ協会 

 別紙申込書を協会事務局宛に１１月５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ください。） 
この受講通知書は、当日会場にお持ちください。入金確認後に領収書、詳細等を送付いたします。 
【注】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、５，０００円、 

開催日２日前からは８，０００円を入金額から差し引き返金いたします。 
◆ 費用振込先 

  三菱東京 UFJ銀行 渋谷支店    普通口座 ２０５４８４６ 財団法人日本スポーツクラブ協会 

● 懇親会を下記により開催します。  

（１） 日 時 11 月 13 日（土） 開会 １８：２０～ 

（２） 場 所 国立オリンピック記念青少年総合センター 宿泊 D棟９階 レストランさくら  

（３） 会 費  ５，０００円 

  （４） 参加者 どなたでも参加できますので、希望者は懇親会参加欄の「有」に○印を付けてください。 
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