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開催年
名称
参加者合計
開催場所

第
１
ブ
ロ

テーマ

1970年
488名
9/18 中央区立総合体育館（49名）

第
２
ブ
ロ

テーマ

ッ
ク

開催場所

1972年

404名

1973年

457名

507名

12/2 千代田区立総合体育館（31名）

9/29 新宿区役所（42名）

事例発表・研究発表
北井敏夫（千代田区教育委員会体育係長）
大山惣寿郎（中央区） 小沢弘太郎（新宿区）
福田 哲（港区）
第１分科会【体育施設を中心とした活動のあり方】
＜助言者＞本島 寛（都体指協会長）
小沢弘太郎（都体指協副会長）
＜司会＞山本直治（中央区体指）
第２分科会【地域を中心とした活動のあり方】
＜助言者＞木下伸太郎（都体指協理事長）
杉本譲治（中央区教育委員会社会体育課長）
＜司会＞久保正夫（千代田区）
全体会 （発表者は各分科会の司会）
講評
本島 寛（前掲） 木下伸太郎（前掲）

第一分科会【体育館と体指の活動目標について】
＜助言者＞小島利彦（千代田区教育委員会社会教育課長）
古内長治（千代田区立総合体育館館長）
富山 繁（千代田区立総合体育館事業係長）
＜進行司会＞田村三義（千代田区体指）

第１分科会【スポーツ教室からのグループ作り ～校庭開放運営委員も加わって～】
＜議長＞小沢弘太郎（新宿区体指／都体指協副会長）
＜助言者＞大野茂三郎（都体指協副会長）

10/17 文京総合体育館（59名）

9/26 北区体育館（46名）

9/29 荒川区尾久青年館（50名）

11/23 台東体育館（78名）

・ママさんバレーの運営と発達
・各区活動状況の発表、協議

事例発表
【ママさんバレーの組織運営について】
（文京区） 小早川純雄（北区体指） （台東区）
【ママさんバレーボールの実態について】
（北区PTAママさんバレーの選手３人と意見交換）
【スポーツクラブについて】
藤井誠一（荒川区体指／小学校教諭）
入江雅男（北区体指会副会長）
各区活動状況 （文京区、台東区、荒川区、北区）
研究協議
＜座長＞菅佐原 晋一（北区体指会会長）
「ママさんバレーについて」
「教師と母親の人間関係について」
「スポーツクラブの現況について」
まとめ 本島 寛（都体指協会長）

事例発表【スポーツクラブの育成など地域スポーツの振興に寄与している体育指導委員の活動状況
について ～いかにして活動の場を開拓したか～】
＜座長＞三浦俊之（荒川区体指会研修部長）
【体育指導委員と体育係との連携（社会体育事業立案・実施等の連携について）】
丸橋明夫（文京区体指）
【運動時における傷害事故対策について】 比護隆一（台東区体指） 佐藤忠義（台東区体指）
【水泳クラブの育成】
入江雅男（北区体指）
【婦人卓球クラブの誕生と活動】 若宮幸子（荒川区体指）
【親子水泳教室について】
青島一平（荒川区体指）
情報交換
（各区の社会体育行事、体指主催行事の報告）
まとめ
小沢弘太郎（都体指協副会長）
藤川侃二（都教育庁体育課主査）

実技研修【バドミントン】
中山紀子（ユーバ杯日本代表選手）
高坂 薫（ユーバ杯日本代表選手）
実技【救急処置（アキレス腱の損傷）のデモンストレーション】
（台東区体指協傷害対策分科会）
研究討議【スポーツ・グループ育成】
＜司会＞杉浦義治（台東区体指）
＜事例発表者＞【台東区内のクラブ活動について】 春木 実（台東区）
＜事例発表者＞【文京区のママさんバレー】 根本和光（文京区）
＜事例発表者＞【北区ママさんバレーボールクラブについて】 植竹千枝子（北区）
＜事例発表者＞【荒川区ママさんバレーボールチーム ～マミー・クラブ～】 正木女史
（マミークラブ会員）
コメント【世界の社会教育としてのバドミントン】中山紀子（前掲）
講評 木下伸太郎（都体指協理事長）

9/19 渋谷区役所（81名）

9/18 大田区民センター（63名）

9/9 品川区荏原文化センター（86名）

7/29 大田区北辰電機体育館（68名）

体指と青少年委員の活動をどのように関連させたらよいか

ッ
ク

開催場所

1971年

9/4 港区立青年館（38名）

第二分科会【体育指導委員の職務限界とスポーツ指導員】
＜助言者＞岩下良二（千代田区教育委員会社会教育課体育係長）
北井敏夫（前・千代田区教育委員会社会教育課体育係長）
＜進行司会＞久保正夫（千代田区体指）
全体会
＜分科会報告＞田村三義（前掲）、久保正夫（前掲）
＜助言者＞小島利彦（前掲）、北井敏夫（前掲）
＜議長＞田宮文夫（千代田区体指協委員長）

第２分科会【社会体育の指導体制の確立と体育指導委員の役割】
＜議長＞山田 正（新宿区体指）
＜助言者＞木村国次（都教育庁体育課主事）
全体会【分科会議長から報告】
＜議長＞林 一夫（新宿区体指）
＜助言者＞
大野茂三郎（前掲）
木村国次（前掲）

テーマ【地域スポーツの振興と体育指導委員の役割】
第
３
ブ
ロ

テーマ【スポーツクラブの育成と体育指導委員の活動について】

テーマ

【各区の情報交換】

ッ
ク

研究協議【スポーツクラブの育成と体育指導委員の活動について】
＜座長＞小田七蔵（大田区体指）
「公共施設利用とスポーツクラブ」
「学校施設利用とスポーツクラブ」
「商業･その他施設利用とスポーツクラブ」
【スポーツ指導員養成、スポーツ少年団の日体協依頼問題】

開催場所

9/12 練馬区春日町青少年館（68名）

10/2 板橋区産業文化会館（58名）
テーマ【スポーツクラブの育成と体育指導委員の活動について】

第
4
ブ
ロ

講演
大松博文（参議院議員）
テーマ

ッ
ク

・活動状況見学（母親バレーボール）
・５区の事例発表

事例発表
日向俊幸（板橋区） 曾根潤一（杉並区） 中村信一（豊島区）
矢尾板弘（中野区） 名取輝久雄（練馬区）
研究協議 （事例発表者を中心に5グループに分れ協議）
懇談会（全体会）

開催場所

IO/21 墨田区立吾嬬第３中学校（31名）

9/22 江戸川総合体育館（34名）

テーマ【スポーツクラブの育成と体育指導委員の活動について】
見学【バレーボール一般開放状況／弓道教室状況】
大西導博（江戸川区総合体育館館長）
第
５
ブ
ロ

テーマ

ッ
ク

開催場所

・学校開放について
・中学校体育館の開放

8/20 多摩第１小学校（29名）

事例発表
【体育指導委員の活動状況について】
渥美 寛（江戸川区体指協総務部長）
【早朝野球の協力及び指導について】
橋本 光（江戸川区体指協育成部長）
【区民キャンプ村の協力及び指導について】
川北省三（江戸川区体指協副会長）
【新聞「みんなのスポーツ」について】
真田幸吉（江戸川区体指協広報部長）
＜助言者＞
木下伸太郎（都体指協理事長）
藤川侃二（都教育庁体育部体育課主査）

7/25 大学セミナーハウス（28名）

研究協議Ⅰ【各区の活動情況発表】 ＜座長＞杉山小次郎（品川区体指会会長）
＜世田谷区＞【中学校校庭開放】浦野富士彌
【二子多摩川グランド】鈴木国治
＜渋谷区＞【研修会、スポーツ教室、地域行事、区体育館】西田晃美
＜目黒区＞【体育以外の部門との協力、体育館】田中立久
＜大田区＞【地区別活動、グループ活動】権田正一
【広報】加藤昌晴 【総務】西村正次 【少年スポーツ教室】加藤昌晴
＜品川区＞【体指選出方法、定例会、研修会、スポーツ教室、壮年体力テスト、
青年スポーツ大会、バレーボール大会】岩田邦夫
研究協議Ⅱ【各種課題】
【体指の実技指導とスポーツ指導員の問題】 【地域での問題】
【健康とスポーツ振興の問題】 【校庭開放から行事開放へ移ったとは】
助言 藤川侃二（都教育庁体育課主査）

・バドミントン、バレーボール実技見学
・研究協議他
テーマ【地区スポーツ教室の活動とスポーツクラブの育成について】
テーマ

市町の事例発表

ッ
ク

研究協議【八王子のスポーツ教室を協議の発端に】
＜司会＞真野 保（日野市体指）

開催場所

第
７
ブ
ロ

自主地区スポーツ教室活動見学【元八小学校・バドミントン】
指定地区スポーツ教室活動見学【第四小学校・バレーボール】

テーマ

ッ
ク

開催場所

10/3 青梅市民会館（58名）

・スポーツ行事の計画と運営
・学校開放と利用上の問題点

11/10 豊島区役所(65名)

テーマ【地域スポーツの振興と体育指導委員の役割】

テーマ【スポーツ教室等からのグループ作り】
【指導体制の確立と体指の役割】

講演【地域スポーツの振興】
大野茂三郎（都体指協副会長）
事例発表
【地域スポーツ振興の拠点づくり】
水木秀雄（杉並区体指）
【地域スポーツ振興の拠点づくり】
海老原 力（中野区体指）
【地域における行事・スポーツ教室・スポーツ相談室の開設】 及川 武（板橋区体指）
【事業面から見た練馬区体育指導委員の活動の実体】
朝隈哲朗（練馬区体指）
【地域スポーツの振興と体育指導委員の役割 ～特にスポーツクラブの育成～】
中村信一（豊島区体指）
9/30 江東区立深川第三中学校（35名）

テーマ【地域スポーツと体育指導委員のあり方について】
施設見学【区営越中島プール】
渡辺和夫（江東区体指／水泳連盟理事長）
研究協議
【江東区体育指導委員活動状況】
川村栄蔵（江東区体指協幹事長）
【各区の情況報告】
【指導・助言】
木村国次（都教育庁体育課主事）
児玉正次（都体指協副会長）
木下伸太郎（都体指協理事長）

9/20 大和町立第２中学校（26名）

事例発表
【家庭婦人バレーボールクラブ】
原 富男（豊島区体指）
【地域体育の振興】
岡本良作（中野区体指）
【スポーツ教室等からのグループ作り】 船田茂男（練馬区）
【バドミントンを通してのグループづくり】 後藤ケイ子（練馬区）
【指導体制の確立と体指の役割】
野瀬錠一（板橋区）
【家庭婦人バドミントンクラブ】
秦 博（杉並区）
講評

大野茂三郎（都体指協副会長）

9/22 足立区役所（48名）

テーマ【地域スポーツと体育指導委員の役割】
事例発表
【足立方式体カテスト】
吉岡（足立区体指）
【足立・小出子ども交歓会】
吉田（足立区体指）
実技見学【区主催「なぎなた講習会」】

活動状況見学【家庭婦人バレーボール】
寿賀久夫（江東区体指／深川三中家庭婦人バレーボール指導者）

11/19 日野市中央公民館（30名）

意見交換【各区の事例発表】
（墨田区、葛飾区、江戸川区、江東区、江戸川区、足立区）
＜助言者＞
大野茂三郎（都体指協副会長）
藤川侃二（都教育庁体育課主査）

8/28 町田市役所（33名）

研究会
＜議長＞金井澄芳（日野市体指）
＜助言者＞武笠康雄（東京農工大学教授）
問題提起
【日野市における体育活動の過去、現在】 真野 保（日野市体指会議長）
研究協議
「余暇活用の変化・動向」 「各市の体育施設の利用状況」 「各市の体育館建設経緯」
「指導者の養成と指導体制の整備」 「人口増の中での体育指導委員及び社会体育活動の考え」
「リーダー養成上の問題」 「地域に結びついた活動のための体指の役割」
講評
木村国次（都教育庁体育課主事） 大野茂三郎（都体指協副会長）

11/6 羽村町商工会館（36名）

11/11 福生市福祉会館（43名）

テーマ【スポーツクラブの育成組織化と体育指導委員の活動について】

テーマ【地域スポーツの振興と体育指導委員の役割】

研究会
＜司会＞
大野達夫（福生市）
池田喜一（青梅市）

研究協議・事例発表
＜座長＞大野達夫（福生市体指・委員長）

事例発表
（福生市、青梅市、羽村町、瑞穂町、秋多町、奥多摩町）

研究会（助言者発言後に討議）
【スポーツ振興審議会の答申より】
山崎礼三郎（大田区社会教育課長）
【スポーツ振興審議会の答申より】
木下伸太郎（都体指協理事長）
【スポーツ教室からのグループ作り】
大野茂三郎（世田谷区体指協会長／都体指協副会長）
【スポーツの意義と活動、社会・グループにおける体指の役割】
木村国次（都教育庁体育課指導主事）

10/7 杉並区役所（64名）

テーマ【地域体育活動の今後の進め方】
第
６
ブ
ロ

テーマ【指導体制の確立と体指の役割】
【スポーツ教室の確立と体指の役割】

講演【幼児から老人までの身体活動の必要性とその指導法】
浜田靖一（日本大学教授）
見学【移動スポーツ車】
事例発表
【スポーツ教室からのグループ作り】
肥後昭七郎（町田市体指）
【軟式テニスのクラブ】
関島盛次郞（町田市体指）
研究協議

11/17 秋川市二宮地区会館（44名）

事例発表（各市町村の情報・問題点）
（青梅市、秋川市、檜原村、日の出村、瑞穂町、羽村町、福生市）

協議

研究協議（意見交換）
【ママさんバレーボールで起きた家庭内での問題】
【スポーツ教室で起こった怪我についての問題】

講評
松崎正次（都体指協副会長）

講評
松崎正次（都体指協副会長）

2/20 武蔵村山市青年研修所（25名）

11/19 昭島市福祉会館（26名）

テーマ【スポーツ教室からのグループづくり】
事例発表
＜座長＞竹内敬一（秋川市体指）
（青梅市、福生市、羽村町、瑞穂町、日の出村、秋川市）
研究協議【各市町村のグループづくりについて情報交換】

11/11 立川市中央公民館（35名）
テーマ【地域のスポーツ振興と体育指導委員活動】

テーマ【地域のスポーツ振興と体育指導委員の役割】
第
８
ブ
ロ

ッ
ク

講演【都立体育館の展望 ～昭島市に建設予定の体育館を中心に～】
池野政一（昭島市教育委員会教育長）
提言【点と線と面】 高見沢誠（都教育庁体育課主査）
事例発表【地域のスポーツ振興と体育指導委員の役割】
【昭島市におけるスポーツ教室と体育指導委員の役割について】 掛札述夫（昭島市体指）
【親と子の健康づくりスポーツ教室について】 田部井勇（昭島市体指）
【スポーツ教室の参加についての今後の課題】 木下伸太郎（都体指協理事長）
【各市の現況報告と課題】
（昭島市、立川市、武蔵村山市、東大和市）
参考意見 高見沢誠（前掲）

研究協議（事例発表、意見交換）
＜座長＞川添尚典（立川市体指）
【地域スポーツ教室について】 遠藤佐吉（立川市体指）
【運動指導員派遣制度について】 沢田 孝（立川市教育委員会体育係長）
【スポーツモデル地区指定】 荻野芳広（立川市体指）
【あるけあるけ運動について】 石原 明（立川市体指）
（東大和市）
（武蔵村山市）
（昭島市）
講評
大野茂三郎（都体指協副会長）
木村国次（都教育庁体育課主査）

7/10 小金井市福祉会館（40名）

9/9 武蔵野市民会館／武蔵野公会堂（43名）

9/8 三鷹市公会堂（43名）

テーマ【スポーツクラブの育成と体育指導委員の役割について】

実践活動見学【境卓球サークル】

講演【スポーツクラブの育成と体指の役割】
竹之下休蔵（東京教育大教授）

講演【社会体育の方向と体育指導委員の役割】
竹之下休蔵（お茶の水女子大学教授）

研究協議【クラブ育成について】
研究発表【三鷹市のスポーツクラブ】
澤登貞行（三鷹市）
討議

事例発表【武蔵野市の体力づくり教室】
大橋俊郎（武蔵野市体指）

8/7 東村山市青年教室（21名）

10/29 保谷市役所／保谷市立体育館（31名）

テーマ【スポーツクラブの育成と体育指導委員の役割について】

テーマ

・体育施設について
・各市町の現状報告

講演【スポーツクラブの育成と体育指導委員の役割について】
室井千代子（都体指協副会長）
情報交換（研究協議）
（立川市、東大和市、昭島市、武蔵村山市）

開催場所

11/12 府中市民会館（40名）

テーマ【スポーツ教室等からのグループづくり】
記録映画【三鷹市民体育館】（NHK録画）
第
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テーマ

・各市の現状報告
・施設見学

事例発表【三鷹市における「スポーツ教室等からのグループづくり」】
澤登貞行（三鷹市体指）
講演【スポーツ教室等からのグループづくりとその将来】
粂野 豊（文部省スポーツ課）
研究協議【スポーツ教室等からのグループづくり】
＜座長＞村上克巳（）

全体協議

講評
高見沢誠（都教育委員会体育課主査）
開催場所

11/14 東久留米市成美会館（30名）

11/25 小平市第６小学校（36名）

テーマ【地域スポーツの振興と体育指導委員の役割】
第
1
0
ブ
ロ

テーマ【スポーツクラブの育成組織化と体育指導委員の活動について】
見学【婦人軽体操連盟練習風景、剣道連盟少年剣道練習風景】
テーマ

事例発表と研究協議

ッ
ク

各市の状況
（田無市、小平市、保谷市、（三鷹市）、東村山市）

開催場所
第
1
1
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ッ
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講話【家庭婦人のバレーボールについて】
市川佐一（元・東村山市体指）

7/18 大島町泉津フノウ（17名）

7/2 新島本村字式根美松旅館（15名）

練習見学【保谷市劒友会】 本間（保谷市体指）
事例発表
【保谷市の社会体育の現況】 西尾（保谷市体指）
【保谷市劒友会の沿革と活動】 石井（保谷市体指）
研究協議【地域スポーツの振興と体育指導委員の役割】
＜座長＞野川（田無市）
（各市体育指導委員の活動状況と地域スポーツの現況）
講演【地域社会における体育としての劒道】
山崎康平（東京体育館）
講評 木下伸太郎（都体指協理事長）
8/22～24 大島町立第３中学校（18名）

体育・スポーツの振興について
テーマ【スポーツクラブの育成組織化と体育指導委員の活動について】

テーマ

大島町の社会体育の現状と問題点について

見学【体育施設】
研究協議
＜司会＞木村友一（大島町体指）
（各島の状況）
＜まとめ＞牛島（都教育庁体育課主事）

事例発表【小平市スポーツ少年団の組織と運営について】
加藤春雄（小平市スポーツ少年団長）
講演【地域スポーツ振興における体育指導委員の役割】
鈴木正三（学習院大学教授）
研究協議【スポーツ教室からのグループづくり】
＜司会＞野川 進（田無市体指）
＜各市の状況報告＞
（東村山市、清瀬市、田無市、小平市）

7/23～25 三宅村伊ケ谷老人会館（15名）
テーマ【島しょにおける体育・スポーツの意義と指導者の役割】

講義【スポーツ教室の企画運営と指導】
高見沢誠（都教育委員会体育課主査）
研究協議【地域スポーツ振興の拠点づくり】
実技【レクリエーション実技指導】

講義【体育、スポーツの振興について】：（日程上書面のみ）
本島 寛（都体指協会長）

1 ページ

講演【社会体育の振興について】
本島 寛（都体指協会長）
熊谷 康（都教育庁体育部体育課主査）
事例発表
（各島から１名）
分科会
全体討議
＜助言者＞沖山純孝（三宅村体育協会理事長／阿古中学校長）

広域地区別研修会

2

開催年

1974年

参加者合計
開催場所

1975年

530名
9/29 中央区役所（51名）

1976年

556名

1977年

598名

9/27 港区スポーツセンター（52名）

9/19 千代田区立総合体育館（60名）

674名
9/10 新宿区役所（81名）

テーマ【地域住民の体育･スポーツの振興と健康体力を推進するための体指の役
割】
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テーマ
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開催場所

講演【今後の社会体育のとらえ方】
永井信雄（和洋女子大学助教授）
事例研究発表
【家庭婦人バレーボールの方向】
田宮文夫（千代田区体指）
【体育指導委員とスポーツ関係団体のあり方並びに自主グループの育成につい
て】
和田正彦（中央区体指）
【体力テストの効果的な実施と今後の課題】 百瀬修至（中央区体指）
分散会【３つのサブテーマの討議】
第一分散会 ＜座長＞百瀬修至（前掲）
＜助言者＞ 大野茂三郎（都体指協副会長）
第二分散会 ＜座長＞和田正彦（前掲）
＜助言者＞ 木下伸太郎（都体指協理事長）、永井信雄（前掲）
第三分散会 ＜座長＞伏見由男（中央区体指）
＜助言者＞ 木村国次（都教育庁社会教育主事）、鈴木三嘉（中央区社会体育
課長）
全体会【分散会座長から報告】 ＜議長＞大山惣寿郎（中央区体指協会長）
10/19 文京区民センター（67名）

テーマ【体育・スポーツを通じて、地域住民の健康・体力を増進し、各種運動の普及と連帯意識の昂揚を
図るためにはいかにあるべきか】
テーマ【地域体育施設と学校開放について】
講演【今後の社会体育について】
窪田 登（早稲田大学教授）
見学【港区スポーツセンター施設】
研究協議（事例発表）
【モーニングスポーツについて ～淀橋中学校早朝スポーツ～】 鈴木 保（新宿区）
【中央区における少年野球教室について】 和田正彦（新宿区）
第１分科会分科会【学校開放の運営と体育指導委員の役割】
＜座長＞奥野正恭（港区）
＜助言者＞高見沢誠（都教育庁体育課）
第２分科会分科会【スポーツ教室の効果的運営とその後の問題点について】
＜座長＞時任英典（港区） ＜助言者＞金原達人（都教育庁体育課）
全体会【分科会座長から報告】
＜座長＞大出達雄（港区） ＜助言者＞高見沢誠（前掲） ＜助言者＞金原達人（前掲）

11/8 北区滝野川青年館（74名）

テーマ

ッ
ク

【“参加者”についての分科会】
＜司会＞山岸芳雄（文京区体指）
「地域スポーツクラブについて」
大野利彦（礫川スポーツクラブ代表）
古川欣一郎（礫川スポーツクラブ）
【“指導者”についての分科会】
＜司会＞梅沢 碩（文京区体指）

8/11 目黒区民センター（70名）
テーマ【地域住民の体育･スポーツの振興と健康体力を推進するための体指の役
割】

第
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研究協議
＜座長＞本田早苗（目黒区体指）
【社会体育行事のあり方】
【体指と教育委員会とのあり方】
テーマ
まとめ
木村国次（都教育庁体育課社会教育主事）

ッ
ク

実技研修【バドミントン】
杉田安雄（目黒区民センター指導員）
清水善一（目黒区民センター指導員）
権田正一（大田区体指）
開催場所

第
4
ブ
ロ

テーマ

ッ
ク

開催場所

11/2 中野区役所（74名）
テーマ【地域住民の体育･スポーツの振興と健康体力を推進するための体指の役
割】
事例発表
【スポーツ開放における第3日曜日実技指導事業】
赤津 貞（中野区体指）
【練馬区体育指導委員の事業と親と子の楽しい水泳のつどい】
名取輝久雄（練馬区体指）
【スポーツ開放の実情と体育指導委員の役割】
根岸知子（板橋区体指）
【地域社会における社会体育・コミュニケーションの振興について】
神田利家（杉並区体指）
【地域住民の体育・スポーツの振興と体育指導委員の役割】
伊藤金夫（豊島区体指）
10/3 墨田区屋内プール体育館（33名）

各区の実情発表と質疑応答

講演【スポーツグループの育成】
井上有美（国立競技場西が丘競技場業務課長）

第２分科会【体育指導委員の組織と活動】
（各区の事例発表と討議）

分科会
第１分科会【社会体育の行事のあり方】
第２分科会【体育指導委員とスポーツ関係団体のあり方】
第３分科会【体育指導委員と教育委員会のあり方／体育指導委員と青少年地区委員会とのあり方】
全体会【分科会座長から発表】

8/24 世田谷区砧区民会館（70名）

第３分科会【スポーツ開放の現状と問題点】
（各区の事例発表と討議）
全体会【各分科会のまとめ】

井口孝昭（世田谷区体指協理事）

講演【体育指導委員のありかた】
早川芳太郎（文部省体育官）

事例発表
原田忠雄（新宿区社会体育課長）
井上房子（新宿区体指）

9/24 台東体育館（68名）
分科会Ⅰ【バドミントンの部】
＜説明＞西岡康弘（台東区体指）
＜指導＞畑佐尚子（台東区体指）
分科会Ⅱ【卓球の部】
＜説明・指導＞木下雅雄（台東区体指）
分科会Ⅲ【アーチェリーの部】
＜説明・指導＞徳茂浩司（台東区体指）
全体会
＜司会＞山崎雅男（台東区体指）

講評
木下伸太郎（都体指協理事長）
金原達人（都教育庁社会教育主事）

講評
大山惣寿郎（都体指協副会長）
熊谷 康（都教育委員会体育課主査）
鳴川智久（台東区社会体育課長）

12/21 渋谷区千駄ケ谷区民会館／区立外苑中学校体育館（69名）

4/23 大田区北辰電機体育館（96名）

テーマ【体育・スポーツを通じて、地域住民の健康・体力を増進し各種運動の普及と連帯意識の昂揚を図
るためにはいかにあるべきか】
発表
【世田谷区体育指導委員協議会のスポーツ教室の概要】
【健康体操教室】 大野茂三郎（世田谷区体指協理事）

映画【ファミリースポーツのすすめ】
【コミュニティスポーツのすすめ（スポーツ指導員を中心に）】

各区の実情
（千代田区、中央区、港区、新宿区）

第１分科会【自主的スポーツ活動における施設と体指の役割】
（各区の事例発表と討議）

全体会【分科会司会者から報告】
開催場所

講演【千代田区の社会体育行政の現状と体育指導委員の役割】
村林宗昭（千代田区体育館館長）

11/6 荒川区民会館（61名）

【“場”についての分科会】
＜司会＞中井 嶷（文京区体指）
第
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テーマ【体育館と体育指導委員】

テーマ【地域住民の自主的なスポーツ活動を推進するために体指は何をなすべきか】
講演【地域住民の民主的、自発的スポーツ活動を助長するプログラムと体指の役割】
大橋謙策（日本社会事業大学助教授）
実技【バレーボール】
遠藤文久

質疑
＜助言者＞
早川芳太郎（前掲） 木下伸太郎（都体指協理事長）
金原達人（都教育庁社会教育主事） 木村国次（都教育庁体育課主査）
11/15 太陽神戸銀行練馬支店（69名）

11/13 高島平農協組合ホール（88名）

テーマ【体育・スポーツを通じて、地域住民の健康・体力を増進し各種運動の普及と連帯意識の昂揚を図
るためにはいかにあるべきか】

テーマ【学校施設の開放推進と体育指導委員の役割】

事例発表
【学校施設開放と体育指導委員の役割】
山下 渡（練馬区）
【学校開放の運営と体育指導委員の役割】
星川栄三（板橋区）
【体指と行政との関連と相互の役割】
寺田格郎（杉並区）
【スキー教室の効果的運営とアフターケアー】
宮原真一（豊島区）
【社会体育の振興を目指しての基本とする考え方】 （）
研究協議 ＜司会＞朝隈（練馬区体指会研修部長）
講演【社会体育と学校体育の接点】 片寄八千雄（練馬区立練馬東中学校長）

講演【学校施設の開放推進と体育指導委員の役割】
高見沢 誠（都教育委員会体育部体育課社会体育指導担当主査）
分科会【学校開放の推進と体育指導委員の役割】
第１分科会【施設開放の状況】
＜座長＞神田利家（杉並区）
第２分科会【学校施設開放の問題点】 ＜座長＞伊東静男（中野区）
第３分科会【体育指導委員と学校開放の状況】 ＜座長＞伊藤金夫（豊島区）
まとめ
高見沢 誠（都体育部体育課社会体育指導担当主査）
見学【高島平温水プール】

11/12 葛飾区公会堂（41名）

11/13 江戸川区役所(40名)

全体会議【地域住民の自主的なスポーツ活動を推進するために体指は何をなすべきか】
＜司会＞斉藤保男（大田区体指協副会長）
＜対談＞増田靖弘（日本体育協会参事）
南梨誠一（大田区体指協会長）
第一分科会【地域住民のスポーツ活動意識の高揚策について】 ＜座長＞石塚国松（目黒区）
第二分科会【体指と他の社会体育関係指導者とのかかわり合いについて】 ＜座長＞鴨志田丈幸（世田谷
区）
第三分科会【地域体育施設（含学校開放）と体指の役割について】 ＜座長＞貞永博司（渋谷区）
第四分科会【体指の任務とあり方について】 ＜座長＞杉山小次郎（品川区）

9/24 杉並区役所（80名）

テーマ【地域住民のための自主的なスポーツ活動を推進させるためには、体育指導委員は何をすべきか】
講演【健康管理の観点から､自主スポーツ振興を推進する体育指導委員の役割】
小野三嗣（東京学芸大学教授）
質疑応答・情報交換

11/19 江東区スポーツ会館（70名）

テーマ【地域住民の自主的、自発的スポーツ活動を助長するプログラムと体育指導委員の役割】
テーマ【スポーツ教室の効果的運営とそのアフターケアーについて】
第
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テーマ【地域住民の体育･スポーツの振興と健康体力を推進するための体指の役
割】

テーマ

ッ
ク

事例発表
【親子スポーツ教室】
広田晃作（墨田区体指）
【壮年体操教室「壮年体力テストのアフターケアー」】
照沼 猛（墨田区体指）

事例発表
【水泳教室のアフターケアーの考え方】
松本（葛飾区体指）
【テニス教室から葛飾テニスクラブへ】
石崎（葛飾区体指）
質疑応答
＜司会＞酒井（葛飾区体指・会長）

事例発表
【江戸川区体育指導委員の現状】
渥美 寛（江戸川区体指）
【学校体育館スポーツ開放と体育指導委員の役割】
小泉敏夫（江戸川区体指）
【住民参加による体力テストの運営】
山田昭久（江戸川区体指）
質疑応答

質疑応答
情報交換【体指の年齢／選出方法】
施設見学【墨田区屋内プール体育館】
見学【スポーツ教室（卓球）】

開催場所

9/27 稲城消防署（36名）

11/16 多摩市役所（30名）

まとめ
中島（江戸川区主事）
菅原時男（都教育委員会）
児玉正次（都体指協副会長）

11/20 八王子市民体育館（34名）

テーマ【地域住民の自主的、自発的スポーツ活動を助長するプログラムと体育指導委員の役割】
事例発表
【江東区体育指導委員の現状】
河野理平（江東区体指）
【江東区民のスポーツに対するアンケー卜から考えられるスポーツ活動と体育指導委員の役割】
佐藤 守（江東区体指）
研究協議【質疑応答、情報交換】

11/5 町田市立体育館（39名）
テーマ【地域住民の自主的、自発的スポーツ活動を助長するプログラムと体育指導委員の役割】

第
６
ブ
ロ

テーマ【地域住民の体育･スポーツの振興と健康体力を推進するための体指の役
割】

テーマ

ッ
ク

講演【地域住民の体育･スポーツの振興と健康体力を推進するための体指の役割
～社会体育行事のあり方～】
長谷川純三（東京教育大学教授）
事例発表【稲城市における歩け歩け運動】
松原輝進（稲城市体指）
研究協議【学校体育館開放の問題点について】
＜司会＞大和田恒男（稲城市体指）

開催場所

第
７
ブ
ロ

11/16～17 御岳山・山中荘（55名）
第1分科会【グループ作りとその後の自主活動について】
＜助言者＞佐藤鐵太郞（都教育庁）
＜座長＞大野達夫（福生市体指）
第２分科会【モデル地区とリーダーの養成について】
＜助言者＞折笠良文（西多摩支所）、築地秀夫（西多摩支所）
＜座長＞有村健治（青梅市体指）

テーマ

ッ
ク

第３分科会【社会体育振興上の問題について】
＜助言者＞伊藤陽之助（青梅市社会教育課長）
＜座長＞加藤 正（羽村町体指）
全体会【分科会別の発表】

開催場所

講演【今後の社会体育について】
永井信雄（和洋女子大学助教授）
11/9 東大和市中央公民館(34名)

テーマ【地域住民の自主的、自発的スポーツ活動を助長するプログラムと体育指導委員の役割】
テーマ【スポーツ教室の効果的運営とその後の問題点について】
事例発表
【多摩市における水泳教室】
下山伸一（多摩市体指）
【多摩市におけるバレーボール教室】
山内フミ子（多摩市体指）
研究協議【スポーツ教室の効果的運営とアフターケアー】
＜司会＞森 孝

11/30 奥多摩町福祉会館（61名）
テーマ【体育・スポーツを通じて広く地域住民の体力と健康づくりをどうすすめるか】
全体会【各市町村の情報交換】
（奥多摩町、青梅市、檜原村、秋川市、日の出町、福生市、五日市町、羽村町、瑞穂町）
第１分科会【年代に応じた体力づくりをどうすすめたらよいか】
事例発表
「主婦のためのスポーツ教室」（五日市町）／ 「老人体操の普及」（日の出町）
「親と子の体操教室」（羽村町）／ 「幼児から高齢者まで、体力づくりのプログラムとその考え方」（福生
市）
第２分科会【地域に即したスポーツ活動をどのようにすすめたらよいか】
事例発表
「柔道界の活動の経験を中心に」（奥多摩町） 「地域でスポーツをすすめる上での問題点」（檜原村）
「町会体育部結成の動きと地域スポーツ」（瑞穂町） 「巡回スポーツ車運営の経験」（秋川市）
「地域に根ざしたスポーツ活動の発展過程」（青梅市）
第3分科会【より多くの人が参加するための広報活動をどうすすめたらよいか】
全体会【分科会報告】
10/25 武蔵村山市雷塚地区（40名）
テーマ【体育・スポーツを通じて、地域住民の健康・体力を増進し各種運動の普及と連帯意識の昂揚を図
るためにはいかにあるべきか】

第
８
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ロ
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テーマ【地域住民の体育･スポーツの振興と健康体力を推進するための体指の役
割】

テーマ

開催場所

第
９
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ロ

ッ
ク

テーマ

開催場所

第
1
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テーマ

ッ
ク

開催場所
第
1
1
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ロ

ッ
ク

実技見学【バレーボール】 武富由紀代（指導講師）
事例発表【東大和市の行事】 ＜座長＞小島春男（東大和市体指）
研究協議
【社会体育行事のあり方】 ＜座長＞小島春男（東大和市体指）
【体指とスポーツ関係団体とのあり方／体指と教育委員会とのあり方】
＜座長＞安楽久太（東大和市体指）
助言 高見沢誠（都教育庁体育課主査）

事例発表
【体育指導委員と地域体育会のつながり】 高橋信二（立川市体指）
【学校開放の運営と体指の役割】 後藤利二郎（昭島市体指）
【スポーツ教室の効果的運営とそのアフターケアーについて】 本田武夫（国立市体指）
【スポーツ教室の効果的運営とそのアフターケアーについて】 小嶋春男（東大和市体指）
【地域における民間団体に体指は、いかにかかわるべきか】 前田一義（武蔵村山市体指）
研究協議【】
＜助言者＞神戸敏夫（武蔵村山市立第二小学校校長） 尾頭浩三（武蔵村山市立第七小学校教頭）
＜座長＞奥村宗祐（武蔵村山市体指・会長）
まとめ 尾頭浩三（前掲） 川上加一（都体指協副会長） 熊谷 康（都教育委員会体育部体育課主
査）

9/7 調布市公民館（58名）

10/25 国分寺商工会館（70名）

事例発表【なぎなたの指導】
梶山武子（調布市体指）

テーマ【地域住民の体育・スポーツの振興と健康・体力を増進するための体育指導委員の役割】

実技【なぎなた】
梶山武子（前掲）

講演【高齢者の体力・健康づくり】
波多野義郎（東京学芸大学助教授）

講演【健康･体力の増進とスポーツ活動】
高橋四郎（桐朋女子大学助教授）

事例発表【若がえり健康教室を担当して】
大日方 実（国分寺市体指）

研究協議
＜座長＞沢田三馬（調布市体指・副会長）
提案「地域住民のスポーツ活動と体育指導の役割」
鈴木 潔（調布市）

研究協議【高齢者の体育・スポーツの振興について】

10/27 清瀬中学校（35名）

11/2 東村山市八坂小学校（37名）

テーマ【地域住民の体育･スポーツの振興と健康体力を推進するための体指の役
割】

テーマ【地域住民の体育・スポーツの振興と健康体力を増進するための体育指導委員の役割】

見学【バレーボール指導者講習会】
講演【地域住民の体育・スポーツの振興と健康体力を増進するための体育指導委員の役割】
事例発表【清瀬市における体育指導委員の役割】
吉田健一（国学院大学教授）
朝岡晃一（清瀬市体指会）
講演【地域住民の体育･スポーツの振興と健康体力を推進するための体指の役割】 【トリム運動の実際】
粂野 豊（文部省体育局体育館）
吉田健一（前掲）
研究協議【各市の状況報告及び質疑応答】
（田無市、保谷市、小平市、東村山市、東久留米市）
研究協議
助言・参考意見
＜座長＞小町征弘（東村山市教育委員会体育課長）
木村国次（都教育庁体育課主事）
11/16～17 八丈町役場（17名）
テーマ【地域住民の体育･スポーツの振興と健康体力を推進するための体指の役
割】
講演
大川 章（中央保健所八丈島出張所副所長）

テーマ

施設見学【国分寺市民武道館】

事例発表
（大島、三宅、八丈）
全体討議

IO/28～29 神津島村福祉センター（12名）

実技研修【いつでも、どこでも、だれでもできるトリム運動の実際】
後藤新平（トリム研究所長・元日本レクリエーション協会指導部長）
事例発表
【地域の体力つくりとスポーツ教室】
小池国雄（八王子市体指（第８地区））
【八王子市の体力つくりとレクリエーション】
丸山 正（八王子体指（第３地区））
情報交換【質疑・意見交換】
＜座長＞三吉明也（八王子市体指）

12/19 五日市青年の家（75名）

11/20 桧原村福祉センター（71名）
テーマ【地域住民の自主的スポーツ活動の推進と体育指導委員の役割】
第一分散会 ＜座長＞（秋川市体指）
＜助言者＞松崎正次（都体指協副会長）、奥村宗祐（都体指協副理事長）、斎藤（多摩スポーツ会館主事）
講演（問題提起）【地域住民の自主的、自発的スポーツ活動を助長するプログラムと体育指導委員の
＜発表者＞ 【青梅における地域スポーツの振興】（青梅市）／ 【地域スポーツクラブの育成】（羽村町）／
役割】
【地域住民の自主的スポーツ活動の推進と体育指導委員の役割】（五日市町）
高見沢 誠（都体育部体育課社会体育指導担当主査）
第二分散会 ＜座長＞（青梅市）
分科会
＜助言者＞木下伸太郎（都体指協理事長）、原田（西多摩支所主事）
第１分科会（社会体育専門職員や社会体育専門施設を有する市町を主とした分科会）
＜発表者＞ 【地域住民の自主的スポーツ活動の推進と体育指導委員の役割】（福生市）／
第２分科会（社会体育専門職員や社会体育専門施設を有する市町を主とした分科会）
【地域スポーツに関する調査について】（瑞穂町）／ 【地域住民のスポーツ活動と体育指導委員の役割】
第３分科会（上記の職員や施設を全く有さない町村を主とした分科会）
（桧原村）
全体会【分科会報告】
第三分散会 ＜座長＞（羽村町）
講評・感想
＜助言者＞川上加一（都体指協副会長）、折笠良文（都体育課）
川上加一（都体指協副会長）
＜発表者＞ 【秋川市の現状と体育指導委員の役割】（秋川市）／
杉山小次郎（都体指協副理事長）
【地域住民の自主的スポーツ活動の推進と体育指導委員の役割】（日の出町）／【地域のスポーツ振興】
奥村宗祐（都体指協副理事長）
（奥多摩町）
全体会【分散会の報告】 ＜座長＞（秋川市）
11/20 国立市第三小学校（37名）
11/19 多摩スポーツ会館（37名）
テーマ【地域住民の自主的、自発的スポーツ活動を助長するプログラムと体育指導委員の役割】

テーマ【社会体育の底辺拡大と体指の役割】
【スポーツの生活化】
実技見学【創作体操（婦人体操、老人体操、新体操）】
佐藤たけ（国立市体指）
（模範演式：東京女子体育大学学生14名）
事例発表
【創作体操】
佐藤たけ（前掲）
【早朝スポーツ】
米澤和一郎（国立市体指）
【夜のトレーニング教室】
図師征尋（国立市体指）
【国立市心身障害児者スポーツの集い】 根本孝幸（国立市体指）
研究討議

11/27 府中市市民会館（80名）
講演【東ドイツの体育・スポーツ事情について】
澤登貞行（三鷹市体指協会長）
グループ討議
第１グループ【各市における学校開放の方法・すすめ方とその問題点 ～学校開放のあり方と体指の役割～】
＜座長＞高橋一夫（府中市）
＜発表者＞青山昇（三鷹市） 鈴木潔（調布市） 深瀬茂夫（国分寺市）
第２グループ【各市における学校開放の方法・すすめ方とその問題点 ～学校開放のあり方と体指の役割～】
＜座長＞井上幸之亟（調布市）
＜発表者＞田中隆司（小金井市） 宮崎嗣男（武蔵野市） 吉村純郎（府中市）
第３グループ【各市における体指活動とその問題点 ～ベッドタウン地区における社会体育の振興について～】
＜座長＞本沢利夫（小金井市）
＜発表者＞村上克巳（三鷹市） 柳沢邦彦（調布市） 平川卓弘（国分寺市）
第４グループ【各市における体指活動とその問題点 ～ベッドタウン地区における社会体育の振興について～】
＜座長＞金子 勉（三鷹市）
＜発表者＞奈良間岩次（小金井市） 大久保千代子（武蔵野市） 古谷文男（府中市）
全体会【各グループの座長から発表】 ＜座長＞斉藤恒雄（府中市）
講評 金原達人（都教育委員会社会教育主事）

11/20 田無市中央公民館（36名）
テーマ【地域住民の自主的、自発的スポーツ活動を助長するプログラムと体育指導委員の役割】
講演【地域住民スポーツ活動と人間関係／指導者の役割・心得】
入野 進（日本体育大学教授）
事例発表【最近の田無市体育協会加盟団体フォークダンス連盟のプロフィール】
実務研修【フォークダンス】
報告【住民スポーツ感と現在のスポーツ活動 ～アンケート集計結果報告～】
中西 茂（田無市体指）
各市の問題点提起 （東村山市、保谷市、清瀬市、東久留米市、小平市）
まとめ
高見沢 誠（都教育委員会社会体育指導担当主査）
コメント
児玉正次（都体指協副会長）
11/18 大島町生活館（18名）

テーマ【地域住民の自主的、自発的スポーツ活動を助長するプログラムと体育指導委員の役割】

講演
大川 章（中央保健所八丈島出張所副所長）

テーマ【地域住民の自主的なスポーツ活動を推進するために体指は何をなすべきか】
講演【地域住民の自主的なスポーツ活動を推進するためには、体育指導は何をなすべきか】
吉田正志（(財)日本レクリエーション協会事務局長）
見学【都立多摩スポーツ体育館施設】
事例発表【昭島市拝島団地のスポーツ活動について】
中矢 良（昭島市体指）
研究討議【事例発表についての質疑／一般討議】
＜座長＞古屋武彦（昭島市体指）
まとめ 吉田正志（前掲）

10/8 小金井市公会堂（68名）

パネルディスカッション【各市の体指活動にかかる現状と問題点】
＜座長＞澤登貞行（三鷹市体指）
木原昭三（小金井市体指）
＜発表者＞渡辺 仙（武蔵野市体指）
品沢公治（三鷹市体指）
高橋四郎（調布市体指）
平川卓弘（国分寺市体指）
斉藤恒雄（府中市体指）
島崎利男（小金井市体指）
助言並びに講評
武笠康雄（東京農工大学教授）

10/29 保谷市役所（44名）
テーマ【地域住民の自主的、自発的スポーツ活動を助長するプログラムと体育指導委員の役割】
見学【体操サークル実技】
講演【地域におけるスポーツ振興】
吉田 夏（東京女子体育大学教授）
全体会【質疑応答、情報交換】
＜司会＞西中良夫（保谷市体指・会長）
（保谷市、清瀬市、東村山市、田無市、東久留米市）

11/3 三宅村公民館（20名）
テーマ【地域住民の自主的・自発的スポーツ活動を助長するプログラムと体育指導委員の役割】

テーマ【地域住民の体育・スポーツの振興と健康体力を増進するための体育指導委員の役割】
事例発表
（大島、三宅島、神津島）

講演【都市の住民とスポーツ活動 ～国際調査からの若干の考察～】
布施善克（東京医科歯科大学助教授）
事例発表
【町田市のスポーツ・レクリエーション施設の現状と問題点 ～町田市のスポーツ・レクリエーション施設とその
必要性について～】
松田一如（町田市体指）
【町田市のスポーツ施設の現況について】
五十嵐栄一（町田市体指）
古舘貞男（町田市体指）
実技内容説明及び実技見学【身体障害者のスポーツ教室】
嶋 大蔵（都立町田養護学校教諭）
研究協議【各地区の課題】
＜座長＞鶴田道徳（町田市体指会会長）

講演【社会体育指導者の役割りと自主的なスポーツクラブの育成について】
藤井志摩（大島町社会教育委員）
活動事例紹介【都体育指導委員協議会の現況と各地区におけるスポーツクラブの育成について】
木下伸太郎（都体指協理事長）

質疑応答

講演【自主的・自発的スポーツ活動を阻害している要因と対策】
浅沼修五（三宅島軟式野球連盟会長／阿古小学校長）
実技見学【坪田地区運動会】
事例発表
【三宅島における社会体育の現状】 滝島順一（三宅島体指）
【大島町の社会体育の現状】 木村友一（大島町体指）

視察【八丈島軟式野球／八丈島武道会】

2 ページ

広域地区別研修会
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開催年

1978年

参加者合計
開催場所

654名
10/14 中央区役所／月島総合運動場（62名）

1979年

1980年

531名＋9ブロック＋10ブロック
10/20 港区スポーツセンター（86名）

第
１
ブ
ロ

実技研修【ソフトボール】

テーマ

ッ
ク

開催場所

第
２
ブ
ロ

10/14 文京区民センター（51名）

テーマ【地域に密着した小・中学校の体育施設における一般開放】
講演【文京区におけるスポーツ開放】
小野耕一（文京区教育委員会社会体育課長）
テーマ
討論
杉浦義治（台東区体指幹事長）
大塚正司（荒川区体指副会長）
奥野芳徳（北区体指会副会長）

ッ
ク

開催場所

第
３
ブ
ロ

事例発表
【区立体育館の第三日曜日と体育指導委員会】
田宮文夫（千代田区体指協会長）
【トリム教室「ジョッギングクラブ」の実践報告】
福岡路嘉（港区体指）
大沢恵之助（港区体指）
【新宿区におけるスポーツ教室（テニス）の在り方について】
大川原正昭（新宿区体指）
【ゴルフ教室】
西田 要（中央区体指）

11/19 目黒区民センター（61名）

事例発表
【ソフトボールチームづくりを試みる ～ファミリー野外スポーツへの誘い～】
田村三義（千代田区体指）
【自主グループ「健美会」】
佐藤征夫（中央区体指）
【各区におけるスポーツグループ育成の方策】
大川原正昭（新宿区体指）
【各区におけるスポーツグループ育成の方策】
時任英典（港区体指）
研究協議
助言者のまとめ
＜助言者＞吉川重男（都教育庁体育課指導担当主査）
＜助言者＞佐々木義雄（練馬区教育委員会社会体育課社会教育主事）
＜助言者＞山木健司（府中市教育委員会体育課指導担当主事）
実技研修【バレーボール】
志村捷二（港区体指）

実技研修【ジョギング】
山田敬蔵（前掲）
和田 茂（千代田区体指）
懇談会【各区の事例】
【ファミリー単位のスポーツ活動への誘い】
田村三義（千代田区体指）
【本区の学校体育施設スポーツ開放の現状】
坂戸三郎（中央区体指）
【自主的スポーツ活動のクラブ育成について ～自主クラブ連合～】
高杉義一（港区体指協）
【新宿区家庭婦人バレーボール連盟に於ける自主的スポーツ活動の育成について】
（）
講評【】
村林宗昭（千代田区教育委員会社会教育課長）

8/8 北区会館（51名）

9/27 荒川区民会館（65名）

講演【健康･体力づくりの普及とその振興方策】
光永吉輝（駒澤大学保健体育部助教授）

テーマ【コミュニティスポーツの振興と体育指導委員】

テーマ

講演【地域スポーツの現状と展望】
森川貞夫（日本体育大学助教授）
質疑応答
＜座長＞本田早苗（目黒区体指会会長）

開催場所

10/28 豊島区三菱養和会体育場（85名）

テーマ

ッ
ク

分科会
第１分科会【高齢者スポーツの普及 （ゲートボール）】
第２分科会【傷害予防と応急処置 （テーピング）】

9/29 品川文化会館（96名）

10/25 世田谷区玉川区民会館（88名）

10/24 渋谷区立勤労福祉会館( 112名）

発表【世田谷区における住民のスポーツ活動の推進とこれからの体育指導委員の役
割】
井口孝昭（世田谷区体指）

研究発表【地区体育会の活動状況と体育指導委員の関わり】
＜発表者＞田山正弘（渋谷区体指会指導部）
＜座 長＞中村忠永（渋谷区体指）
＜助 言＞森川貞夫（日本体育大学助教授）

事例発表【品川区スポーツレクリエーションクラブ事業の開設について】
岩田辰夫（品川区体指）
講演【各地区におけるスポーツクラブの育成方策】
増田靖弘（(財)スポーツクラブ協会専門委員／日本レクリエーション協会国際委員）

11/10 中野区役所（96名）

スポーツ教室見学

質疑応答

講演【健康･体力つくりの普及とその振興方策】
平野 厚（国立競技場講師）

まとめ
熊谷 康（都教育庁体育課）

まとめ
金原達人（都教育委員会体育課主査）

施設見学【三菱養和会体育館・グランド】
開催場所

10/21 足立区産業振興会館（51名）

事例発表（上映）【私たちの足立・健康・スポーツ編】
第
５
ブ
ロ

講演【スポーツ事故と指導者の法的関係】
二階堂信一（弁護士）
テーマ

ッ
ク

情報交換【事例発表・研究協議】
（足立区、墨田区、江戸川区、江東区、葛飾区）
「町会、自治会等住民組織との連携について」
荒川市郎（足立区体指）
講評
木下伸太郎（都体指協理事長）

開催場所

第
６
ブ
ロ

10/21 日野市役所／市立第五小学校体育館（49名）

テーマ

ッ
ク

情報交換【各市の壮年体力テストの経過及び現状報告】
（多摩市、稲城市、町田市、八王子市）
提言
折笠良文（都教育庁体育課主事）
奥村宗祐（都体指協副理事長）

開催場所

第
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テーマ

ッ
ク

開催場所

第
８
ブ
ロ

ッ
ク

11/10 墨田区屋内プール体育館（36名）

事例発表
【ファミリースポーツの振興について】
丸橋昭男（墨田区体指）
【墨田区におけるスポーツグループ育成の方策について】
照沼 猛（墨田区体指）
研究協議【質疑応答・情報交換】
尾身（足立区体指）
河村（江東区体指）
太田（江戸川区体指）
村山（墨田区体指）
酒井（葛飾区体指）
講評
児玉正次（都体指協副会長）

10/28 稲城市消防署（39名）

事例発表【日野市における壮年体力テスト】
佐々木清美（日野市体指）
実技研修【軽体操】
狛 潤一（(財)社会教育協会日野社会教育センター体育課長）

テーマ

開催場所

11/19 日の出町公民館（77名）
テーマ【地域スポーツの環境整備をめぐる体育指導委員の役割】
分散会
第一分散会 ＜座長＞（福生市）、＜助言者＞（青梅市）
＜発表者＞ 【住民スポーツの意識調査について】（瑞穂町）
【家庭婦人と健康体操】（奥多摩町）
【自治会と住民組織との連携について】（日の出町）
第二分散会 ＜座長＞（羽村町）、＜助言者＞（瑞穂町）
＜発表者＞ 【地域における社会体育指導者の現状】（青梅市）
【スポーツ環境整備をめぐる体指の役目】（秋川市） 【スポーツ環境とスポーツ活動の現状】（桧原村）
第三分散会 ＜座長＞（青梅市）、＜助言者＞（秋川市）
＜発表者＞ 【福生市立学校体育施設開放への歩み】（福生市）
【スポーツ施設と運営】（羽村町）
【町会、自治会と住民・組織との連携について】（五日市町）
全体会【分散会の報告】
講評
奥村宗祐（都体指協副理事長） 折笠良文（都教育庁体育部体育課主事）
10/28 立川勤労福祉会館（58名）
テーマ【地域スポーツの環境整備をめぐる体育指導委員の役割】
事例発表【町会､自治会等の地域住民との連携について】
【拝島団地における河川敷広場づくりのための組織編成と住民の参加状況について】 仲矢 良（昭島市）
【夜間の体操グループにおける住民とのかかわりについて】 図師征尋（国立市）
【芝中団地における体指の役割と指導の実践経過】 安楽久太（東大和市）
【地域住民（青少年）と体指との関わりについて】 梅津富士雄（武蔵村山市）
【広範囲地域における体育会組織と体指の役割について】 貫井 徹（立川市）
【団地をかかえている地区について】 荻野芳広（立川市）
分科会【事例発表をもとに討議】
第１分科会 ＜座長＞田部井 勇（昭島市体指） ＜全体会発表者＞伊藤友人（東大和市）
第２分科会 ＜座長＞柳下惇夫（武蔵村山市体指） ＜全体会発表者＞渡辺和彦（昭島市）
第３分科会 ＜座長＞荒井明久（立川市体指） ＜全体会発表者＞宇田公美（立川市）
全体会
講評
古賀宏史（立川市教育委員会体育課長）
11/18 武蔵野市公会堂（92名）

実技研修【新宿区のコミュニティスポーツ種目】
【ビーチボールバレー】
【輪投げ】

分散会
第１分散会（１～２期目の体育指導委員を対象に） （文京区の事例発表）
第２分散会（３期目以上の体育指導委員を対象に） （台東区の事例発表）
第３分散会（３期目以上の体育指導委員を対象に） （北区の事例発表）
講演【コミュニティスポーツと体育指導委員のあり方】
白鳥金丸（早稲田大学助教授）
全体会
（分散会の座長（荒川区体指）の報告・質疑）
講評
横沢光昭（都教育庁社会教育主事）

テーマ【コミュニティ・スポーツの推進と体育指導委員の役割】
講演【コミュニティ・スポーツの推進と体育指導委員の役割】
粂野 豊（筑波大学教授）

講評
吉川重雄（都教育庁体育課主査）

9/19 台東体育館（83名）

各区の現況報告及び質疑応答
岩崎（大田区）
飯田（品川区）
清水（渋谷区）
本田（目黒区）

講演【健康･体力づくりの普及とその振興方策】
木村国次（共立女子大学体育専任講師）
事例発表【稲城市における地区体育振興会の歩みと現状について】
大和田恒男（稲城市体指）
質疑応答

10/25 練馬区石神井区民館( 113名）

10/24 板橋区立産業文化会館( 124名）

講演【健康･体力づくりの普及と振興について】
伊藤晴雄（コミュニティスポーツ研究所所長）
事例発表（問題提起）
【卓球を通じての自主的スポーツ活動の育成について】
今西和子（板橋区）
【ゲートボールの普及と高齢者対策】
馬場洋一（杉並区）
【コミュニティスポーツ振興について】
伊藤金夫（豊島区）
【健康・体力つくりの普及と振興について】
林 邦夫（中野区）
【体育館開放の役割と地域の核としての位置づけをさぐる】 新保光香（練馬区）
研究協議
講評 吉川重雄（都教育庁体育課主査）

テーマ【地域スポーツ振興とスポーツ指導者のあり方について】
事例発表
【地域スポーツの育成について】 林 邦夫（中野区）
【高齢者のスポーツ普及について】 江上嘉彦（杉並区）
【地域スポーツクラブの育成】 寺田一郎（豊島区）
【学園緑小体育館開放親子スポーツ】 束原忠郎（練馬区）
【スポーツ指導者の確保と有効活用について】 滝田昌男（板橋区）
分科会
第１分科会【地域スポーツの育成について】 ＜座長＞伊東静男（中野区）
第２分科会【高齢者スポーツの普及について】 ＜座長＞守田英男（杉並区）
第３分科会【スポーツ指導者の確保と有効活用について】 ＜座長＞上野登市（板橋区）
まとめ

11/8 葛飾区水元区民センター（58名）

11/29 江戸川区葛西スポーツセンター( 104名）
テーマ【地域スポーツ振興とスポーツ指導者のあり方について】
第一分科会【体育指導委員活動の効果的なあり方について】
事例発表【江戸川区体育指導委員の活動および構成等について】
＜発表者＞河合美恵子（江戸川区体指）
研究討議 ＜助言者＞吉川重雄（都教育委員会社会教育主事）
第二分科会【体力テストの機会拡充やテスト結果の効果的な利用方法について】
事例発表【江戸川区における壮年体力テストの現状と課題】
＜発表者＞村山悦子（江戸川区体指）
研究討議 ＜助言者＞勝田 茂（筑波大学助教授）
第三分科会【体育指導委員の研修方法について】
事例発表【東京都２３区体育指導委員研修実態調査について】
＜発表者＞高橋充子（江戸川区体指）
研究討議 ＜助言者＞中川義和（品川区教育委員会社会教育主事）
第四分科会【地域スポーツを推進する広報のあり方について】
事例発表【東京都２３区スポーツ広報紙（誌）の調査について】
＜発表者＞他田 勇（江戸川区体指）
研究討議 ＜助言者＞中条一雄（朝日新聞編集委員）
第五分科会【地域団体の連携やスポーツ指導者の組織化について】
事例発表【江戸川区における体育指導委員会地区部会活動の現状】
＜発表者＞西原一夫（江戸川区体指）
研究討議 ＜助言者＞木村国次（共立女子大学助教授）
講演【世界のスポーツリーダー】
浅田睦夫（筑波大学スポーツセンター長・教授）
10/24 八王子市民体育館（57名）

テーマ【高齢者スポーツと体育指導委員のあり方】
事例発表Ⅰ【ゲーボールの普及について】
坂本和義（葛飾区体指）
事例発表Ⅱ【老人体操のすすめ方】
大塚令子（葛飾区体指）
研究協議【質疑応答・情報交換】
講評
金原達人（都教育庁体育課指導担当主査）

10/18 多摩市公民館（38名）

講演【コミュニティスポーツの振興について】
澤登貞行（都体指協副会長）
研究発表【「多摩市社会体育実態調査」について】
佐尾山秀治（多摩市体指）
事例発表【健康体操、水泳】
下山伸一（多摩市体指）

事例発表【東大和市における体育指導委員の活動】
安楽久太（東大和市体指）
実技研修【バドミントン指導者実技研修】
森本みどり（東大和市体指）
講評
折笠良文（都教育庁体育課主査）

11/7 福生市民体育館（77名）
テーマ【地域スポーツ振興とスポーツ指導者のあり方について】
研究協議 （二つの分散会で研究協議を実施）
第1分散会 ＜発表者＞久保田（檜原村） ＜発表者＞田中（五日市町）
講演【地域のスポーツ振興と体育指導委員の役割】
第２分散会 ＜発表者＞久保（日の出町） ＜発表者＞石山（瑞穂町）
岡本包治（立教大学教授）
各市町村の取り組み
分散会
【青梅市のスポーツ振興 ～長淵地区の実態～】（青梅市）
第1分散会【身障者に対するボランティア活動のあり方について、スポーツ指導員制度 【地域スポーツの振興 ～身障者のスポーツ活動～】（福生市）
有無について】
【羽村町のスポーツ振興】（羽村町）
＜事例発表＞（福生、瑞穂、奥多摩）
【地域スポーツ振興とスポーツ指導者のあり方】（瑞穂町）
第２分散会【ゲートボールを取りあげた理由、ミニバレーボールの取り入れについて】
【地域スポーツ振興と今後の課題】（日の出町）
＜事例発表＞（秋川、五日市、檜原）
【地域スポーツ振興とスポーツ指導者のあり方】（五日市町）
第３分散会【婦人バレーボールについて他】
【地域住民スポーツクラブの育成】（檜原村）
＜事例発表＞（青梅、羽村、日の出）
【スポーツ振興のための体育指導委員会の試行】（奥多摩町）
全体会【分散会報告】 （各分散会の報告者）
【地域のスポーツ振興と体育指導委員の役割】（秋川市）
講評 横沢光昭（都教育庁体育部体育課主査） 奥村宗祐（都体指協副会長）
全体会【分散会の報告】
実技研修【インディアカ】
10/4 武蔵村山市役所（45名）
10/3 多摩スポーツ会館（57名）
テーマ【地域スポーツ振興とスポーツ指導者のあり方について】
テーマ【健康・体力つくりの普及と振興について】
テーマ【地域のスポーツ振興と体育指導委員の役割】

講演【コミュニティスポーツ振興における体育指導委員の役割】
山本久乃武（専修大学教授）

講演【スポーツ指導者の確保と有効活用について】
川口智久（一橋大学教授）
事例発表
【地域スポーツの活動状況について】
関野展男（昭島市体指）
【学校開放（体育館）について】
渡辺和彦（昭島市体指）

実技研修【ゲートボール】
（武蔵村山市体指）
事例発表
【西部地区体力つくり推進委員会について】
加園修一（武蔵村山市体指）
【女子学童の体力つくりについて】
大岩かず子（武蔵村山市体指）

実技研修【インディアカ】
鈴木都紫子（昭島市体指）
講評
折笠良文（都教育庁体育部体育課主査）
11/7 国分寺商工会館（65名）

講評
10/27 三鷹市大沢コミュニティセンター（ 名）

提言【八王子に於ける体力づくり運動の現状と今後の方策について】
姥貝 寛（八王子市体指）
事例発表【コミュニティスポーツと体育指導委員】
本間芳明（日野市体指）
分散会【ファミリースポーツの推進と学校開放】
第一分散会（満５年未満の委員）
＜座長＞沢田 守（日野市体指）
第二分散会（満10年未満の委員）
＜座長＞佐尾山秀治（多摩市体指）
第三分散会（満10年以上の委員）
＜座長＞木村一典（稲城市体指）
全体会
（分科会の座長が発表）

11/8 羽村町役場（90名）

テーマ【健康・体力つくりの普及とその振興方策】
講演【コミュニティスポーツの拠点づくり】
斉藤源吾（八王子市教育委員会）

講評
佐藤鐵太郞（都教育庁体育部体育課主査）

講評
折笠良文（都教育委員会体育課主査）

質疑応答

11/18 瑞穂町民会館（59名）
テーマ【健康・体力つくりの普及とその振興方策】
研究協議（分散会）
第一分散会
【健康で持久力のある市民について】（青梅市）
【社会体育の推進及び市民の体育・スポーツ活動と行政について】（福生市）
【スポーツ宣言都市とゲートボールの普及について】（秋川市）
第二分散会
【健康・体力づくりの普及とその振興方策について】（瑞穂町）
【コミュニティスポーツの振興方策について】（五日市町）
【羽村町の社会体育の指針と目標】（羽村町）
第三分散会
【スポーツ教室について】（日の出町）
【婦人、老人対象のスポーツの普及について】（檜原村）
【スポーツ振興を図る上での問題点】（奥多摩町）
全体会【分散会の報告】
講評・感想 折笠良文（都教育庁体育部体育課主査）
10/27 東大和市立第一中学校（50名）

全体会【分科会報告と質疑】

各区の現況報告
小原 直（品川区体指）
鈴木繁夫（目黒区体指）
坂本安雄（大田区体指）
鴨志田丈幸（世田谷区体指）

講評
臺田友夫（都体指協副会長）

第
4
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事例発表と研究協議
【スポーツ指導員の確保と有効活用について】
田村三義（千代田区体指）
【スポーツ指導員の確保と有効活用について】
三浦隆一（中央区体指）
【地域スポーツクラブの一つのあり方 ～みなと家庭婦人バレーボールクラブ金曜会について～】
浅井寿子（港区体指）
【角筈地区コミュニティスポーツ大会】
武居 正（新宿区体指）

事例発表 ＜発表者＞山口、木村、代市
分科会
第１分科会【ファミリー単位のスポーツ振興方策】
＜発表者＞山口
＜座長＞伊藤（秀）
第２分科会【コミュニティ・スポーツの振興方策】
＜発表者＞木村 ＜座長＞高野
第３分科会【各地区におけるスポーツグループの育成方策】
＜発表者＞代市
＜座長＞栗原
全体会
講評
木下伸太郎（都体指協理事長） 酒井和男（都教育委員会体育課社会教育主事）

テーマ【地域スポーツの環境整備をめぐる体育指導委員の役割】

ッ
ク

844名
7/18 新宿区立体育館（85名）

講演【健康･体力づくりの普及と振興方策】
山田敬蔵（第57回ボストンマラソン覇者）

テーマ【各区におけるスポーツグループ育成の方策】
講演【テーピングの理論と実際】
山本郁栄（日本体育大学講師）

1981年

713名
9/28 千代田区立総合体育館（71名）

11/8 調布市市民センター（62名）

テーマ【地域スポーツの環境整備をめぐる体育指導委員の役割】
テーマ【「スポーツ指導者」（実技指導者）の量的確保について】
第
９
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ッ
ク

テーマ

開催場所
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開催場所
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テーマ

パネルディスカッション【地域スポーツの環境整備をめぐる体育指導委員の役割】
＜座長＞（武蔵野市）
＜助言＞森川貞夫（日本体育大学助教授）
講演【コミュニティスポーツの振興方策について】
＜事例発表＞
丹羽芳雄（国際基督教大学教授）
【三鷹市に於ける指導者構想】
嵩地 厚（三鷹市）
【地域スポーツ環境整備を巡る体育指導委員の役割】
小関正孝（府中市）
事例発表【コミュニティ活動の実際】
【調布市体指協議会の現状と問題点】
福沢利三郎（調布市）
和田 宰（三鷹市体指）
【地域スポーツ環境整備を巡る体育指導委員の役割】
河野敦子（小金井市）
【地域スポーツ環境整備を巡る体育指導委員の役割】
石田勝男（国分寺市）
【地域スポーツ環境整備を巡る体育指導委員の役割 ～地域スポーツの拠点としての施設の確保と望まし
い運営について～】
中村 弘（武蔵野市）

講演【健康･体力つくりの普及と振興について】
高橋四郎（桐朋学園大学短期大学部教授）

11/12 東久留米市消防署（46名）

11/11 小金井市立花小金井武道館（ 名）

11/1 清瀬市下宿地域市民センター（58名）

テーマ【地域スポーツの環境整備をめぐる体育指導委員の役割】

テーマ【健康体力つくりの普及とその振興方策】

見学【東久留米婦人健康体操サークルを四会場で見学】
議題提起及び報告
（東久留米市、保谷市、東村山市、田無市、清瀬市）
研究協議
＜議長＞大場文夫
講演【感想と意見】
森川貞夫（日本体育大学助教授）
総評
熊谷 康（都教育委員会体育課主査）

事例発表【肥満児教室の取組みと実際】 永井 実（小平市）
映写会【肥満児のためのスポーツ教室の実際】
講演【肥満児の実態と保健指導】
福島 正（小平医師会理事）
全体会【テーマについての実例発表】
永井 実（小平市） 海野弘行（東村山市） 関 忠良（田無市）
堀川宣彦（保谷市委員長） 飯野 稔（清瀬市委員長）
長原和子（東久留米市）
講評 奥村宗祐（都体指協副理事長）

9/30～10/1 八丈町役場（22名）

10/13 新島本村新島勤労福祉会館（18名）

9/27～28 大島町北の山公民館（25名）

講演【体育指導委員の歴史と職務について】 木下伸太郎（都体指協理事長）

講演【コミュニティスポーツの振興方策】
奥村宗祐（都体指協副会長）

テーマ【地域スポーツの環境整備をめぐる体育指導委員の役割】
事例発表
【八丈町町民体育大会について】菊池孜行（八丈町教育委員会）
【高齢者の運動会について】菊池孜行（前掲）
【八丈島の軟式野球の現状と問題点】大沢清一（八丈町体指）
【八丈島のサッカー・フットボールの現状と問題点】大沢 力（八丈町体指）
【山田レスリングクラブの現状と問題点について】山田則孝（八丈町体指）
【八丈町剣友会、走友会について】大根田 一（八丈町体指）
【八丈和道会について】山崎直行（八丈町体指）
テーマについての研究協議
事例発表及び意見交換
見学【八丈島連合ＰＴＡ球技大会】 （バレーボール、卓球、ソフトボール）

事例発表【新島本村の社会体育について】 出川長芳（新島本村体指）
実技研修【ボーリング】
研究協議

事例発表（問題提起）【自主的スポーツ活動のクラブ育成について ～婦人スポーツクラ
ブを中心として～】
佐藤 勲（調布市体指）
研究協議【】
＜座長＞福沢利三郎（調布市体指）

まとめ
佐藤由夫（福岡スポーツ研究所）

10/31 東村山市役所（60名）

事例発表【市民スポーツの振興 ～学校体育館の開放を通して～】
妹尾雅夫（清瀬市）
実技発表
【親子体操】
藤島八重子（清瀬市）
【バスケットボールクラブの活動】 島原大三朗（清瀬市）
講演【市民スポーツの振興と指導者の役割】
木村国次（共立女子大学助教授）
情報交換（研究協議）
（東村山市、田無市、保谷市、東久留米市、小平市、清瀬市、各10分）
講評
金原達人（都教育委員会体育課主査）
奥村宗祐（都体指協副会長）

事例発表【大島町における社会体育について】
実技研修【ゲートボール】

各市問題提起
（三鷹市）
（府中市）
（調布市）
（国分寺市）
（小金井市）

テーマ【地域スポーツ推進と指導者のあり方について】
事例発表
【スポーツクラブの育成について ～東村山市婦人卓球愛好会の例～】
朝岡 栄（東村山市体指会）
【高齢者のスポーツ普及について ～東村山市ゲートボール協会の例～】
海野弘行（東村山市体指会）
【スポーツ指導者の確保と有効活用について ～東村山市公認スポーツ指導員の例～】
上村耕一郎（東村山市体指会）
講演【体力つくり推進と指導者のあり方】
熊谷 康（東久留米市スポーツ振興審議会会長）
講評
奥村宗祐（都体指協副会長）
9/5～6 三宅村公民館（20名）

・高齢者スポーツの普及について
木村友一（大島町体指）

講演【地域スポーツの振興とスポーツ指導者のあり方について】 木下伸太郎（都体指協理事長）
講演【地域スポーツの振興とスポーツ指導者のあり方について】 内藤 隆（都教育委員会体育課長）
事例発表【高齢者スポーツの普及について】 菅沼一秀（三宅村体指）
各島の現状報告 （新島、八丈島、式根島）

情報交換（研究協議）
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開催年

1982年
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参加者合計
開催場所

751名
7/17 中央区役所（59名）

819名

931名

7/16 港区スポーツセンター（95名）

7/1 千代田総合体育館(111名）

講演及び実技研修【テーピングによる予防と治療】
武藤幸政（城西大学助教授）
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事例発表
【千代田区体育指導委員の活動状況について】
小宇佐 邦良（千代田区体指）
【スポーツ開放による少年剣道】
金子弘昭（中央区体指）
【地域スポーツ振興へ向けて一歩一歩あゆむ港区体指】
堤 久仁男（港区体指）
【少年スポーツ活動の推進について】
泉本欽司（新宿区体指）

第１分科会【地域スポーツクラブの育成と体育指導委員の活動】
＜事例発表者＞久門治人（千代田区体指）
＜司会＞池田新二（千代田区体指） ＜助言者＞井上正信（新宿区社会体育課長）
第２分科会【少年サッカークラブの育成】
＜事例発表者＞杉本博正（中央区体指）
＜司会＞金子弘昭（中央区体指） ＜助言者＞神山 毅（千代田区社会体育課長）
第３分科会【地域スポーツ振興と体指のかかわり】
＜事例発表者＞山田井佐子（港区体指）
＜司会＞西村正次（港区体指）
＜助言者＞茂木三千彦（中央区社会体育課長）
第４分科会【地域におけるスポーツを通じて世代間の交流と体育指導委員の活動】
＜事例発表者＞武居 正（新宿区体指）
＜司会＞泉本欽司（新宿区体指）
＜助言者＞入戸野 光政（港区社会体育課長）
全体会【各分科会の発表・質疑応答】 （各事例発表者が発表）
講評
大沼 弘（都教育委員会社会教育主事） 臺田友夫（都体指協副会長）
実技研修【綱引き】
久門治人（日本綱引き連盟公認審判員／千代田区体指協副会長）

講演【ファミリースポーツの意昧するもの】
吉田健一（国学院大学教授）
グループ討議【ファミリースポーツの推進と体育指導委員の役割】
（５グループに分散し、討議）
まとめ
大沼 弘（都体育課主査）

全体討議【スポーツ施設の開放状況と体指活動について各区の実情を発表】
講評
臺田友夫（都体指協副会長）
佐藤鐵太郞（都教育庁体育部体育課主査）
開催場所

第
２
ブ
ロ

テーマ

ッ
ク

開催場所

9/25 文京区民センター（62名）
テーマ【地域スポーツクラブの育成と活動の充実について ～特に地域に根ざした学校開放について～】
【各区学校開放の現状についての報告】
【文京区の学校開放の現状について】 中井 嶷（文京区体指）
【台東区の学校開放の現状について】 武内 旭（台東区体指）
【北区の学校開放の現状について】
木村靖彦（北区体指）
【荒川区の学校開放の現状について】 村松孝一（荒川区体指）
分散会
第１分散会 ＜司会＞鈴木正規
第２分散会 ＜司会＞高木英久
第３分散会 ＜司会＞川村忠治
分散会報告
講演【学校開放の将来展望について】 根本和光（文京区体指会会長）
講評 折笠良文（都教育庁体育課社会教育主事） 木下伸太郎（都体指協理事長）

10/23 大田区立生活センター( 118名）

9/17 北区会館（59名）

9/22 台東区リバーサイドスポーツセンター（90名）

テーマ【ファミリースポーツの推進と体育指導委員の役割】

テーマ【地域におけるスポーツを通じての世代間交流と体育指導委員の活動】

講演【ファミリースポーツの推進と体育指導委員の役割】
園田碩哉（日本レクリエーション協会調査広報室長）
事例発表
【ファミリースキー教室実施における問題点及び地域におけるファミリースポーツの現状】
山下 茂（北区）
【ファミリースポーツ推進の足がかりとしてのスポーツファミリーづくり】 木村靖彦（北区）
分散会
第１分散会＜座長＞ 上滝邦夫 第２分散会＜座長＞ 本橋 甫
第３分散会＜座長＞ 立原道夫
全体会
講評 臺田友夫（都体指協副会長）

事例発表【クラブ育成の発展のしかた・クラブ運営の問題点・問題点解消への努力】
小原国彦（台東区体指）
実技【バウンドテニス】
佐々木武彦（日本バウンド・テニス協会特別普及コーチ）
花井貴久子（日本バウンド・テニス協会公認コーチ）
全体会
＜座長＞西岡康弘（台東区体指）
＜事例発表＞【ビーチバレーについて】高木英久（文京区体指）
＜寸感＞根本和光（文京区体指会会長）
講評
大沼 弘（都教育委員会社会教育主事）

10/15 目黒区民センター（87名）

9/29 品川区勤労福祉会館( 125名）

848名
7/13 新宿スポーツセンター（87名）

テーマ【高齢者とスポーツ】
分散会【高齢者とスポーツ】
第一分散会 ＜司会・全体会報告者＞柿沼（新宿区体指）
＜助言者＞ 平野（中央区社会体育課長）、西村正次（都体指協副理事長）
第二分散会 ＜司会・全体会報告者＞池田新二（千代田区体指）
＜助言者＞ （港区社会体育課長）、木下伸太郎（都体指協会長）
第三分散会 ＜司会・全体会報告者＞百瀬修至（中央区）
＜助言者＞ （新宿区社会体育課長）、臺田友夫（都体指協理事長）
第四分散会 ＜司会・全体会報告者＞時任英典（港区）
＜助言者＞ （千代田区社会体育課長）、大沼 弘（都教育委員会社会教育主事）
全体会【各分散会報告】
まとめと講評 大沼 弘（前掲）
実技研修【トレーニング実技】 窪田 登（早稲田大学教授・体育局長）

9/21 荒川総合スポーツセンター（69名）
テーマ【準備運動・整理運動を再考しよう】
事例発表・現状報告
【文京区の体指活動】
中井 嶷（文京区体指）
【台東区における体力測定の現状について】 松村亮三郎（台東区体指）
【北区の体育指導委員の組織活動について】 木村靖彦（北区体指）
【区民の健康とスポーツに関する意識調査】
島田辰夫（荒川区体指）
講演【準備運動・整理運動を再考しよう】
長野信一（日本体育大学講師／ＮＨＫラヂオ体操講師）
実技【運動方法を考える】
講評 児玉正次（都体指協副会長） 島田利昭（都教育委員会社会教育主事）

9/28 玉川区民会館(102名）

テーマ【ファミリースポーツの推進と体育指導委員の役割】
第
３
ブ
ロ

テーマ【地域スポーツクラブの育成と活動の充実について】
発表【大田区における社会体育の振興方策について】
坂本安雄（大田区体指）
テーマ

ッ
ク

講演【地域スポーツクラブの育成と活動の充実について】
綿井永寿（日本体育大学教授）
各区現況報告
講評

開催場所

第
4
ブ
ロ

10/16 杉並区荻窪タウンセブン(102名）

テーマ【各種スポーツ普及と組織のあり方】

テーマ

ッ
ク

開催場所

講演【ファミリースポーツの推進と体指の役割】
福岡孝純（福岡体育研究所所長）

テーマ【世田谷区のスポーツ教室の発展と区民スポーツ活動の推進】
発表【品川区におけるコミュニティスポーツ・レクリエーションクラブ育成事業の普及について】
飯田 稔（品川区体指会副会長）

発表【目黒区における健康体操の普及】
寺脇 登（目黒区体指協企画部長）
各区の活動状況
【渋谷区の中高年齢者の軽スポーツのつどい】 （渋谷区）
【初心者トリム教室、障害者水泳教室、ラグビー講習会】（世田谷区）
【大田区体指の組織と活動状況】（大田区）
【コミュニティスポーツ、レクリエーション活動推進事業に対する基本的な考え方と課題】（品川区）

8/28 豊島区民センター（110名）

9/29 中野区役所( 120名）

テーマ

ッ
ク

11/6 江東区文化センター（72名）

11/5 足立区総合スポーツセンター（81名）

研究協議
記念講演【少年スポーツ活動の振興策について】
北森義明（順天堂大学助教授）

開催場所

第
６
ブ
ロ

テーマ

ッ
ク

開催場所

第
７
ブ
ロ

9/25 町田市民ホール（63名）
事例発表
【町田市におけるスポーツ活動の現状について】
山本芳男（町田市体指協会長）
【地域スポーツの育成と活動の推進について】
柴田光春（町田市体指）
分科会
第一分科会【高齢者のスポーツ活動の推進について】
＜司会＞金子光二（町田市体指）
第二分科会【少年のスポーツ活動の推進について】
＜司会＞関谷昌司（町田市体指）
第三分科会【地域スポーツの育成と活動の充実について】
＜司会＞野平耕作（町田市体指）
集約全体会
（分科会の司会が発表）
講評
佐藤鐵太郞（都教育委員会体育課主査）
11/6 秋川市民体育館（81名）

テーマ【高齢者のスポーツについて】
講演【高齢者のスポーツ活動の推進について】
棚田次雄（東海大学体育学部教授）
テーマ

ッ
ク

実技研修【自己診断法、自己調整法、伸展法、強化法など】
棚田次雄（前掲）
講評・感想
大野達夫（都体指協副会長）

開催場所

9/25 国立市役所（53名）

実技研修【テーブル・レクリエーションの実際】
鴨志田丈幸（世田谷区体指協副会長）

9/7 練馬区役所(123名）

テーマ【人生80年時代を迎え、地域スポーツのあり方と体育指導委員】
テーマ【地域スポーツクラブの育成と体育指導委員の活動】
講演【リーダーセプト・コミュニケーションについて】
北森義明（順天堂大学助教授）
事例発表
【ファミリースポーツの掘りおこしを目ざして ～パドルテニス～】
【地域に根ざした青空体力づくり】
助言 安藤省吾（都教育庁体育部体育課社会教育主事）

松原基子（中野区）
佐藤志津子（杉並区）

テーマ【ファミリースポーツの推進と体育指導委員の役割】
第
５
ブ
ロ

発表【世田谷区のスポーツ教室の発展と区民スポーツ活動の推進】
木村国次（世田谷区体指協企画総務部副部長）

テーマ【ファミリースポーツの推進と体育指導委員の役割】

事例発表
【体育館開放におけるレク・ダンスの活用について】 名和国雄（練馬区）
【ファミリースポーツとしてのゲートボール ～その普及と組織作りについて～】 上山博史（杉並区）
【トリム体操と今後の課題】
山本明子（中野区）
【各種スポーツ普及と組織のあり方】
碓井隆一（豊島区）
【区民大運動会に係わる役割分担について】 川島英太郎（板橋区）
まとめ・助言 大沼 弘（都教育庁体育部体育課社会教育主事）

事例発表
【江東区体育指導委員の現状】
田中重夫（江東区体指）
【少年スポーツ活動の実態と問題点】
新井 彪（江東区体指）

講演【トレーニング理論とトレーニングカリキュラム】
石河利寛（順天堂大学教授）

事例発表【ファミリー体力テストについて】 吉岡信太郎（足立区副会長）
各区の活動状況
【体育指導委員の活動と今後の課題】 荒 博子（墨田区）
【ファミリースポーツの推進と体育指導委員の役割】 坂本和義（葛飾区）
【江戸川区体育指導委員の活動と今後の課題】 鈴木基夫（江戸川区会長）
【体育指導委員の活動と今後の課題 ～ファミリースポーツの推進と体育指導委員の役割～】
長谷川 威（江東区幹事長）
実技研究【ファミリー体力テストの実際】
（一般区民が足立区体指の指導でファミリー体力テストを受ける）
講演【スポーツ指導者と事故について】
二階堂信一（足立区顧問弁護士）
講評
折笠良文（都教育庁体育課主査）

10/15 日野市役所（61名）
テーマ【ファミリースポーツの推進と体育指導委員の役割】

講演【地域スポーツクラブの育成と体指の役割】 佐野政雄（東京女子体育大学教授）
事例発表Ⅰ【地域スポーツクラブの育成と体育指導委員の活動】 吉川 登（豊島区）
事例発表Ⅱ【星川運動クラブの生いたちとこれから】 星川栄三（板橋区）
助言
安藤省吾（都教育委員会社会教育主事）

事例発表
【高齢化社会を迎える日本人の健康問題と健康づくりのあり方】
遠藤弘良（厚生省健康増進栄養課課長補佐）
【わが国における健康体力づくりの施策とその取り組み】
青木 高（健康体力づくり事業財団参事）
【健康体力づくりと体育指導委員の役割】 岡崎助一（文部省スポーツ課専門職員）
研究協議
講評
三好良信（都教育委員会社会教育主事）

10/27 すみだ産業会館（65名）

10/26 葛飾総合スポーツセンター（80名）

記念講演【地域スポーツの振興と体育指導委員の活動】
森川貞夫（日本体育大学助教授）
事例発表・研究協議
【婦人スポーツクラブの育成】 田中広一（墨田区）
【墨田区母と子の健康体操教室からの地域スポーツ（自主サークル）の広がりについて】 橋本久
美子（墨田区）
【少年サッカーについて】 江東 進（葛飾区）
【江戸川区壮年スポーツ教室の内容について】 山崎喜美則（江戸川区）
【江東区体育指導委員の活動状況について】 佐藤 守（江東区）
【地域における婦人スポーツクラブの育成と体育指導委員の活動】 長谷部 堺（足立区）
各区体指活動の現状
【葛飾区体育指導委員活動の現状】 酒井栄一（葛飾区体指協会長）
【江戸川区体育指導委員活動の現状】 （）
【体指活動に思う】 長谷川 威（江東区体指協幹事長）
【課題】 児玉正次（足立区体指会会長）
講評
中垣範保（都教育庁社会教育主事）

9/29 稲城市役所（64名）
テーマ【住民参加へのはたらきかけ】

事例発表【コミュニティスポーツと体育指導委員】
本間芳明（日野市体指）
分散会【ファミリースポーツの推進と学校開放】
第一分散会（体指4年未満）
＜司会＞広瀨昭二（八王子市体指）
＜全体会発表者＞梶野 進（日野市体指）
第二分散会（体指4年以上8年未満）
＜司会＞武内義一（多摩市体指）
＜全体会発表者＞八木寅雄（日野市体指）
第三分散会（体指8年以上）
＜司会＞松原輝進（稲城市体指）
＜全体会発表者＞田中清文（日野市体指）
全体会
講評
大野達夫（都体指協副会長）
11/5 青梅市福祉センター（110名）

講演【地域住民のスポーツ参加】
正 貞彦（東海大学教授）
事例発表【稲城市におけるコミュニティスポーツへの組織作りとその活動】
高橋菊喜（稲城市体指）
分散会【住民参加へのはたらきかけ】
第一分散会＜司会＞石原光興（町田市体指）
＜全体会発表者＞木村和子（稲城市体指）
第二分散会＜司会＞石川博也（日野市体指）
＜全体会発表者＞加藤邦男（稲城市体指）
第三分散会＜司会＞久保喜久雄（八王子市体指）
＜全体会発表者＞中家敬士（稲城市体指）
全体会
講評
吉川重男（都教育庁体育課社会教育主事）
10/20 奥多摩町立永川小学校（98名）

テーマ【年代別スポーツ活動の推進について】
記念講演【スポーツ活動と長寿】
柴 孝也（慈恵大学病院健康医学センター相談部医長）
研究協議
【江戸川区に於けるゲートボールの普及と体指のかかわり方】 千葉常昌（江戸川区）
【年代別スポーツ活動の推進について ～江東区の少年スポーツの推進の現状と課題～】
青池清助（江東区）
【快適な熟年を迎えるために】 荒川市郎（足立区）
【墨田区の少年サッカー】 清水裕三（墨田区）
【葛飾区の婦人スポーツ】 佐久間慶子（葛飾区）
調査発表 鈴木光男（葛飾区）
講評
中垣範保（都教育庁社会教育主事）

9/7 多摩市役所（64名）
テーマ【地域スポーツ振興について】
事例発表
【多摩市における住民のスポーツ意識について】
斎藤悦子（多摩市体指）
【地域スポーツ振興における体育指導委員の関わりと実施状況について】
島宮道男（多摩市体指）
分散会【地域スポーツ振興について】
（3つの分散会を設け､各市が司会などを受け持った）
全体会【分散会発表】
講評
佐藤鐵太郞（都教育庁体育課社会教育主事）
10/12 五日市町役場（89名）

テーマ【生涯スポーツと体指の活動】
テーマ【ファミリースポーツの推進と体育指導委員の役割】

テーマ【地域スポーツの振興と体育指導委員の活動】

講演【ファミリースポーツの推進と体育指導委員の役割】
正 貞彦（東海大学体育学部教授）

講演【地域スポーツの振興と体育指導委員の活動】
笠原一也（文部省体育局スポーツ課）

事例発表【青梅市の社会体育の現状と将来の施策】
分散会
（３つの分散会を設け、市町村の具体的な事例を紹介）

事例発表【奥多摩町の地域スポーツの振興と体指の活動】 （奥多摩町体指会）
分散会 （３つの分散会を設けた）
全体会【分散会発表】
講評・感想
吉川重男（都教育庁体育部体育課社会教育主事（統括係長））

9/24 立川市勤労福祉会館（55名）

事例発表【生涯スポーツと体育指導委員の活動】 森下晴男（五日市町）
講演【今日の社会における体育指導委員の課題 ～体育・スポーツの広汎な考え方と実践をめ
ざして～】
早川武彦（一橋大学教授）
分散会【人生80年代を迎え地域スポーツのあり方と体育指導委員】
（地域毎に３つのブロックに分け、それぞれ助言者を配置）
全体会【分散会発表】
講評・感想
木下伸太郎（都体指協会長）

10/27 東大和市役所（70名）

10/26 武蔵村山市中部地区会館（52名）

シンポジューム【地域社会における体育指導委員の役割とねらい】
＜司会＞早川武彦（国立市体指）
＜発言者＞
大和田健樹（立川市体指） 竹内作次（東大和市体指）
梅津富士雄（武蔵村山市体指） 三井誠之助（昭島市体指）
松浦三代子（国立市体指）
実践報告
【軽スポーツ（インディアカの普及について）】 植平国光（昭島市体指）
【ゲート・ボールについて】 乙幡忠一（武蔵村山市体指）
【初心者水泳教室 ～ドル平泳法による～】 川口智久（国立市体指）
講評
大沼 弘（都教育庁体育課社会教育主事）

講演【ファミリースポーツと事故対策】
伊藤 堯（東京女子体育大学教授）
事例発表
【地域における親子のスポーツ教室と体育指導委員の役割】 坪池正春（東大和市体指）
【ファミリースポーツのために学校開放】 桑原幸司（武蔵村山市体指）
【歩け歩け運動の現況と体育指導委員の役割】 加藤秀夫（昭島市体指）
【高齢者の健康づくりについて】 渡辺和子（国立市体指）
【ユニホックの普及について】 高橋 栄（立川市体指）
助言
【ファミリースポーツの捉え方と体指の係わり】 佐藤鐵太郞（都教育庁体育部体育課）
【ファミリースポーツと施設の確保】 澤登貞行（都体指協副会長）
【ファミリースポーツと競技スポーツについて】 小林孝儀（立川市体育課長）
講評
佐藤鐵太郞（前掲）

テーマ【地域スポーツの振興と体育指導委員活動】
講演【生涯スポーツの振興から見た今後のスポーツ組織】
斉藤定雄（順天堂大学教授）
活動報告【東大和市体育指導委員の活動記録】 尾崎義美（東大和市）
事例発表【東大和市における体育指導委員の役割】 坪池正春（東大和市）
各市事例発表
【地域における青少年スポーツ振興と展望】 貫井 徹（立川市）
【婦人スポーツクラブの育成と体育指導委員の活動】 春日清文（国立市）
【つつじが丘団地における体育館開放と体育指導委員の活動】 （昭島市）
【少年・少女スポーツクラブの育成について】 真崎きよ子（武蔵村山市）
講評
佐藤鐵太郞（都教育庁体育部体育課社会教育主事）
澤登貞行（都体指協副会長）

講演【スポーツ活動とテーピング】
成瀬臣彦（日本女子体育大学トレーナー）
実技【基本的なテーピング】 成瀬臣彦（前掲）
活動報告【武蔵村山市体育指導委員の活動状況】 真崎きよ子（武蔵村山市）
事例発表【インディアカを中心とした婦人スポーツ活動の推進について】
武富 博（武蔵村山市）
各市事例発表
【インディアカ・ゲームの普及について】 戸所辰雄（立川市）
【“１９８５”《軽体操のつどい》】 佐藤広子（国立市）
【親子でチャレンジ！したAKISHIMA】 巽 俊行（昭島市）
【地域スポーツと体育指導委員のかかわり】 中山一夫（東大和市）
講評
大沼 弘（都教育委員会体育課）
澤登貞行（都体指協副会長）

7/3 府中勤労福祉会館（74名）

10/8 小金井市役所（81名）

9/22 武蔵野市役所（95名）

7/20 三鷹市福祉会館（80名）

テーマ【ファミリースポーツの推進と体育指導委員の役割】
テーマ【楽しい体育､スポーツの生活化】
第
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テーマ【市民スポーツヘの提言と体指への期待】
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シンポジュウム【】
＜司会＞澤登貞行（三鷹市体指会会長）
＜発言者＞
【社会変化と市民スポーツの課題】
佐伯聡夫（筑波大学助教授）
【“生涯スポーツ”政策の現状と課題】
川本信正（スポーツ評論家）
【高齢化社会への対応と女性指導者】
大久保洋子（成蹊大学教授）
【市民スポーツを進めるうえの行政課題】
三原忠彦（府中市教育委員会体育課副主幹）

10/22 保谷市役所（59名）

9/29 東久留米市立中央図書館（68名）

9/28 小平市役所（78名）

事例発表【東久留米市における地域スポーツの振興と体育指導委員の活動】
楢崎 学（東久留米市体指委員長）
講演【地域スポーツの振興と体育指導委員の活動】
熊谷 康（東久留米市スポーツ振興審議会会長）
各市の発表
本間英世（保谷市） 関 忠良（田無市）
肥沼 克比古（東村山市） 池川幸雄（清瀬市）
永井 実（小平市）
講評 中垣範保（都教育委員会体育課） 大野達夫（都体指協副会長）

講演【人生８０年時代を迎え、地域スポーツのあり方と体育指導委員】
永井 実（元・職業訓練大学校講師）
分科会【中高年のスポーツ活動の推進について ～見つけよう！生涯スポーツを～】
第一分科会 ＜司会＞ 当麻 誠（東村山市） ＜全体会発表者＞ 平田道子（保谷市）
第二分科会 ＜司会＞ 関 忠良（田無市） ＜全体会発表者＞ 福原信二（小平市）
第三分科会 ＜司会＞ 小林紀雄（東久留米市） ＜全体会発表者＞ 丸林俊一（清瀬市）
第四分科会 ＜司会＞ 白井康晃（小平市） ＜全体会発表者＞ 朝岡 栄（東村山市）
全体会【分科会発表】
講評 中垣範保（都教育委員会体育課） 木下伸太郎（都体指協会長）

10/24 神津島開発総合センター（21名）

10/15～16 大島町開発総合センター（25名）

9/7 三宅勤労福祉会館（24名）

テーマ【ファミリースポーツの推進と体育指導委員の役割】

テーマ【コミュニティスポーツ振興上の課題とその解決策について】

テーマ【ファミリースポーツの推進と体育指導委員の役割】

10/16 田無市民会館（43名）
事例発表
【田無市における社会体育と体育指導委員のかかわり】 高橋富雄（田無市）
【健康体操教室とクラブの育成】 鹿島千代子（田無市）
実技研修【健康体操クラブの活動】
講演【高齢化社会と地域スポーツの振興について】 佐藤千春（早稲田大学体育局）
各市発表
【少年スポーツ・高齢者スポーツ活動の推進、地域スポーツクラブの活動】（保谷市）
【少年スポーツ・高齢者スポーツ活動の推進について】（東久留米市）
【歩く会の活動など】（小平市）
【少年スポーツ・高齢者スポーツ活動の推進について】（清瀬市）
【少年スポーツ活動の推進】（東村山市）
講評 吉川重男（都教育委員会体育課主査） 澤登貞行（都体指協副会長）
10/26 八丈支庁（24名）

テーマ【地域スポーツクラブの育成と活動の充実について】
テーマ

担当市事例発表 ＜座長＞木村宏三（小金井市）
【ファミリースポーツとしてのスキー】
宮崎嗣男（武蔵野市）
【ファミリースポーツのとらえ方と体指の取り組み】
小野てる子（三鷹市）
【小金井市における「ファミリースポーツ振興」に対する取り組み】 今野正美（小金井市）
研究協議 ＜助言者＞八野正男（東京学芸大学教授）
まとめ
八野正男（前掲）

講演【地域スポーツのあり方とグループづくり】
正 貞彦（東海大学体育学部社会体育学科教授）
事例発表
【調布市における婦人スポーツクラブの育成と体育指導委員の活動】 加藤範夫（調布市）
【地域自由クラブ誕生と体育指導委員のかかわり】
高橋一夫（府中市）
【市民体力づくりラジオ体操会を組織して】
入戸野藤子（武蔵野市）
研究協議
まとめ 吉川重男（都教育庁体育課）
正 貞彦（前掲）

研究事例発表
【情報活動の重点施策と課題・問題について】
柳沢義広（武蔵野市）
【三鷹市における体指活動の重点施策と課題・問題点について】 澤登貞行（三鷹市）
【誰でもできるスポーツとしてインディアカを重点的に推進する】
佐藤 勲（調布市）
【市民によるスポーツ自主クラブづくりとその育成にあたって】
深瀬茂夫（国分寺市）
【歩け歩け運動から早朝徒歩ラリーまで】
今野正實（小金井市）
【地域指向を重点視した各種事業・施策の展開】
前崎 透（府中市）
問題の検討
助言【市民スポーツを具体的な生活文化として】 粂野 豊（筑波大学教授）
まとめ

講演【スポーツクラブの育成について ～山田レスリングクラブについて～】
山田則孝（山田レスリングクラブコーチ）
事例発表【スポーツクラブの育成について ～風間会（バレーボール）について～】
小栗史朗（八丈町体指）

テーマ【ファミリースポーツの推進と体育指導委員の役割】
事例発表【保谷市におけるファミリースポーツと体育指導委員の役割】
堀川宣彦（保谷市）
実技発表【リズム運動・ゲーム】
平田道子（保谷市） 藤井唯一（保谷市）
各市発表
（東村山市） （東久留米市） （清瀬市） （小平市） （田無市）
講演【ファミリースポーツとしての野外活動】
束原昌郎（学芸大学助教授）
講評 折笠良文（都教育委員会体育課） 澤登貞行（都体指協副会長）

講演【ファミリースポーツの推進】
講演【コミュニティスポーツ振興上の課題とその解決策について】
臺田友夫（都体指協副会長）
臺田友夫（都体指協副会長）
事例発表【神津島村における社会体育と体育施設について ～体育施設が完成するまでに体指が
果たした役割と活動～】 土谷清春（神津島村）
事例発表【コミュニティスポーツ振興上の課題とその解決策について】
研究協議【ファミリースポーツの推進と体育指導委員の役割 ～神津島村のファミリースポーツとして
田辺俊介（大島町体指）
～】
石田隆美智（神津島村）
研究協議【地域スポーツ振興と体育指導委員の役割】
情報交換【各島の社会体育の現状】 （大島、新島、式根島、神津島）
＜司会＞木村友一（大島町体指）
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テーマ【人生80年時代を迎え、地域スポーツのあり方と体育指導委員】
事例発表【人生80年時代を迎え、地域スポーツのあり方と体育指導委員】
青沼一秀（三宅村体指）
研究協議
実技研修【ゲートボール】
池田作楽（三宅島ゲートボール協会会長）
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テーマ【年齢層を超えたスポーツと体指】
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7/13 中央区役所（94名）

896名

986名
7/10 千代田区役所会議室（99名）
テーマ【生涯スポーツへの課題と今後の取り組み方】
【体育指導委員活動の現状と今後の課題】
第1分散会【体育指導委員活動の現状と今後の課題】
＜司会＞ 久門治人（千代田区） ＜全体会発表者＞ 長谷川弘文
＜助言者＞
河野 聡（中央区社会体育課長）、望月政男（新宿区会長）
第２分散会【生涯スポーツへの課題と今後の取り組み方】
＜司会＞ 三浦隆一（中央区） ＜全体会発表者＞ 植田浩敏（千代田区）
＜助言者＞
高橋謙作（千代田区社会体育課長）、時任英典（港区会長）、
鈴木知幸（都教育庁体育部体育課社会教育主事）
第３分散会【生涯スポーツへの課題と今後の取り組み方】
＜司会＞ 福田 哲（港区副会長） ＜全体会発表者＞ 初谷幸祐
＜助言者＞
郷原雅孝（新宿区社会体育課長）、百瀬修至（中央区会長）
第４分散会【体育指導委員活動の現状と今後の課題】
＜司会＞ 松田幸一（新宿区） ＜全体会発表者＞ 中村正夫（千代田区）
＜助言者＞
金子文男（港区社会体育課長）、浜田勝巳（千代田区会長）
全体会
講評
鈴木知幸（前掲）
9/17 荒川総合スポーツセンター（100名）

984名
7/15 新宿区スポーツセンター会議室（119名）
テーマ【イベント的スポーツ事業の推移】
【スポーツによる健康づくり、健康相談事業の推進】 ほか

テーマ【区民ひとり１スポーツに向けてコミュティスポーツの普及をどう進めるか】

テーマ【スポーツを科学的にとらえる】

実技及びチーム別討議 【ビーチボールバレー】
全体会【チーム別討議発表及び各区の取り組み発表】
【台東区におけるバウンドテニス普及への経緯】 西岡康弘（台東区）
【ビーチボールバレー文京区の現状】
福澤三津子（文京区）
【コミュニティースポーツの北区の現状】
松本晴光（北区）
講評
児玉正次（都体指協副会長）

講演【有酸素運動と体力作り】
黒岡輝明（コンビフィットネス事業部）
実技【心肺機能を中心にした体力測定】
「エアロバイク、エアロボートによる体力測定」 黒岡輝明（前掲）
全体会【各区の実情報告】
小沢喜美代（文京区） 豊田 繁（北区） 柏倉 敬（荒川区）
講評
寺脇 登（都体指協副会長）

9/26 大田区立平和島ユースセンター（112名）

9/17 目黒区緑が丘コミュニティセンター（113名）

9/30 品川区勤労福祉会館（128名）

テーマ【インディアカを通して区民スポーツの振興をはかる】

テーマ【健康体操と体育指導委員のかかわり】
【生涯スポーツ振興の取組みについて】

テーマ【地域スポーツと体育指導委員のかかわり】

7/18 港区役所（116名）

【地域スポーツ活動と体指の役割】

テーマ【高齢化社会に向けての体指の姿勢について】
【都心区におけるスポーツ振興について】

第１分散会【年齢層を超えたスポーツと体育指導委員の役割】
＜司会＞坂戸三郎（中央区） ＜全体会報告者＞片野 武
＜助言者＞ 高橋（港区社会体育課長）、久門（千代田区会長）
第２分散会【地域スポーツ活動と体育指導委員の役割】
＜司会＞西村正次（港区） ＜全体会報告者＞山崎定雄
＜助言者＞ 平野（中央区社会体育課長）、望月政男（新宿区会長）
第３分散会【地域スポーツ活動と体育指導委員の役割】
＜司会＞松田幸一（新宿区） ＜全体会報告者＞佐藤 隆
＜助言者＞ 市川（千代田区社会体育課長）、百瀬修至（中央区会長）
第４分散会【年齢層を超えたスポーツと体育指導委員の役割】
＜司会＞池田新二（千代田区） ＜全体会報告者＞杉本博正
＜助言者＞ 郷原雅孝（新宿区社会体育課長）、時任英典（港区会長）
全体会【分散会報告】
講評 島田利昭（都教育委員会社会教育主事） 佐藤鐵太郞（都教育庁体育部体育課課長補佐）

第一分散会【高齢化社会に向けての体指の姿勢について】
＜全体会発表者＞ 山田 稔
第一分散会【高齢化社会に向けての体指の姿勢について】
＜全体会発表者＞ 中山喜久雄
第一分散会【都心区におけるスポーツ振興について】
＜全体会発表者＞ 山田井佐子
第一分散会【都心区におけるスポーツ振興について】
＜全体会発表者＞ 工藤 茂

8/2 文京区民センター（79名）

8/22 北区立滝野川体育館（73名）

全体会【各分散会報告】
＜司会＞西村正次
講評
大沼 弘（都教育庁体育部体育課社会教育主事）
児玉正次（都体指協副会長）

第１分散会【スポーツによる地域コミュニティ推進】
＜司会＞小林正幸（新宿区）
＜助言者＞
河野 聡（中央区社会体育課長）、福田 哲（港区副会長）
第２分散会【スポーツによる健康づくり、健康相談事業の推進】
＜司会＞久門治人（千代田区）
＜助言者＞
金子文男（港区社会体育課長）、望月政男（新宿区会長）
第３分散会【イベント的な事業の推進】
＜司会＞塩山孝子（中央区）
＜助言者＞
郷原雅孝（新宿区社会体育課長）、浜田勝巳（千代田区会長）
第４分散会【勤労者のためのスポーツ事業の推進】
＜司会＞山田 稔（港区）
＜助言者＞
高橋謙作（千代田区社会体育課長）、百瀬修至（中央区会長）
全体会
講評
9/16 台東リバーサイドスポーツセンター体育館（106名）

テーマ【健康づくりにおけるスポーツと体育指導委員】
テーマ【高齢化社会に向かって運動生理学の立場から提言】

テーマ

ッ
ク

基調講演【高齢化社会に向かって運動生理学の立場から提言】
小野三嗣（東京学芸大学名誉教授・医学博士／東京都スポーツ振興審議会委員）
講評
児玉正次（都体指協副会長）
鈴木知幸（都教育庁体育部体育課社会教育主事）

座談会【健康づくりとスポーツに関する意識調査】
（一般区民参加による座談会）
＜進行＞ 関口敏弘（北区体指会副会長）
全体会【健康づくりにおけるスポーツと体育指導委員】
＜進行＞ 木村靖彦（北区体指会副会長）
講評

開催場所

9/27 渋谷区立勤労福祉会館（98名）

児玉正次（都体指協副会長）

テーマ【高齢者スポーツの原点について考える】
第
３
ブ
ロ

テーマ

ッ
ク

開催場所
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テーマ

ッ
ク

開催場所

発表Ⅰ【高齢者スポーツの原点について考える】
中村忠永（渋谷区体指会特別委員会座長）
発表Ⅱ【渋谷区の研究成果発表】
長塚 将（渋谷区体指会研修部長）
事例発表【各区の事例発表】
古瀬村義康（大田区）
森原誠至（目黒区）
斉藤文男（品川区）
浦野富士弥（世田谷区）
荻なつ子（渋谷区）
森川利幸（渋谷区）

発表【インディアカを通して区民スポーツの振興をはかる】
本間研一（大田区体指協副会長）

事例発表【健康体操と体育指導委員のかかわり】
杉浦重子（目黒区体指）

実技研修【インディアカ】
海沼耕作（大田区体指協研修部長）

講演【生涯スポーツ振興の取組みについて】
森川貞夫（日本体育大学教授）

9/13 板橋区立文化会館小ホール( 157名）

9/19 杉並区・荻窪タウンセブン（132名）

9/17 豊島区立区民センター（127名）

テーマ【人生80年代を迎え、地域スポーツのあり方と体育指導委員】

テーマ【地域におけるスポーツ振興】

テーマ【生涯スポーツ時代に対応した体育指導委員の役割】

事例発表【板橋区老人スポーツ大学同窓会】
権田暢宏（板橋区老人スポーツ大学同窓会代表）

講評
中垣範保（都教育委員会社会教育主事）

講演【地域におけるスポーツ振興“生涯スポーツの時代にふさわしい、地域社会に基盤 講演【生涯スポーツ時代に対応した体育指導委員の役割】
をおいたスポーツの振興を”】
八代 勉（筑波大助教授）
山田征夫（健康・レクリエーション研究所）
講演【杉並区における体力測定 ～なぜ健康体力測定と運動処方が必要か～】
長谷部 昭久（杉並区衛生試験所長）
事例発表【豊島区民歩け歩け大会の企画・運営に携わって】
事例発表【杉並区における地域スポーツ活動“みんなでスポーツしよう”】
佐藤正敏（豊島区体指）
藤田 理（杉並区体指協副会長）
助言【】
講評 鈴木知幸（都教育委員会社会教育主事）
大沼 弘（都教育委員会社会教育主事）

10/11 江戸川区民センター・グリーンパレス（97名）

10/31 江東区教育センター（98名）

講演【地域スポーツの振興と体育指導委員の役割】
島 喜八（日本女子体育大学教授）

10/29 足立区勤労福祉会館・プルミエ（113名）

講演【地域スポーツと体育指導委員のかかわり】
八代 勉（筑波大学助教授）
事例発表【コミュニティスポーツ・レクリエーション活動推進事業について】
飯田 稔（品川区体指副会長）

9/16 中野区役所（136名）
テーマ【グランドゴルフ普及のための一過程】
講演【サッカーと私】
木村信雄（(財)日本サッカー協会審判委員会委員・公認リーダー）
事例発表【グランドゴルフ普及のための一過程 ～グランドゴルフ記録会の企画・運営に携
わって～】
村上昭一（中野区体指会指導部副部長）
講評
船田茂男（都体指協理事長）
10/21 墨田区・曳舟文化ホール（76名）

テーマ【年代別スポーツ活動の推進について ～少年・婦人・高齢者向けのスポーツの在り方～】

第
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研究協議（事例発表）
【江東区における高齢者のスポーツ活動と体育指導委員の役割について】
青地清助（江東区体指協副幹事長）
【足立区における婦人スポーツ ～バレーボールの普及と今後の課題～】
石山和子（足立区体指）
【高齢者スポーツの開発促進について】
中野貞治（墨田区体指）
【少年スポーツ】
山中成太（葛飾区体指）
【実年スポーツ活動の推進について ～ヘルスアップ（健康づくり）教室と体育指導委員活動の現状と課題
～】
石川三喜生（江戸川区体指）
講評
三好良信（都教育庁社会教育主事）

開催場所

9/13 八王子市役所（79名）

テーマ【生涯スポーツ時代に対応した体育指導委員の役割】

テーマ【これからの体指活動～個人として、組織として、指導者として～】
各区の提言【人生80年代を迎え、地域スポーツのあり方と体育指導委員 ～これからの
体育指導「個人として、組織として、指導者として」～】
高松一治（墨田区体指協会長）
吉岡信太郎（足立区体指）
鈴木光男（葛飾区体指協）
鈴木基夫（江戸川区体指会会長）
山田 博（江東区体指）
第1分科会【地域に根づいた指導者をどのように育成していくか】
第２分科会【地域スポーツをすすめるための場の確保と学校開放について】
第３分科会【地域スポーツに体指はどのようにかかわっていくべきか】
全体会
講評
斉藤元朝（都教育委員会社会教育主事）
児玉正次（都体指協副会長）

9/26 町田市民ホール（56名）

発表会
【「体力つくり教室」 13年】
宮本信正（墨田区）
【区民のニーズに即応した体指活動を求めて】
坂東秀直（葛飾区体指協会長）
【生涯スポーツ時代に対応した体育指導委員の役割】
高橋充子（江戸川区体指）
【江戸川区における体指と生涯スポーツ】
長谷川威（江東区体指協幹事長）
【日常生活での運動のすすめ】
山口計夫（足立区体指第5地域部会）
講評

9/10 日野市陸上競技場会議室／市立仲田小学校体育館（78名）

ッ
ク

開催場所

事例発表【地域スポーツの振興と体指の役割】 石原光興（町田市）
第1分科会 ＜司会＞ 久保喜久雄（八王子市）
＜全体会発表者＞ 成海正弘（町田市）
第２分科会 ＜司会＞ 石川博也（日野市）
＜全体会発表者＞ 柴田光春（町田市）
第1分科会 ＜司会＞ 島宮道男（多摩市）
＜全体会発表者＞ 野平耕作（町田市）
全体会【分科会報告、各市の体指活動状況報告】
講評
佐藤鐵太郞（都教育庁体育課課長補佐）

10/25 桧原村福祉センター（68名）

10/24 日の出町公民館（89名）

実技【ユニホック】
分散会【実技内容について意見交換】
全体を6班に分け意見交換

10/22 瑞穂町民会館（108名）

テーマ【生涯スポーツと体育指導委員の活動】

事例発表【生涯スポーツと体育指導委員活動】
大平正平（桧原村体指）
テーマ
分散会【生涯スポーツと体育指導委員活動】
（地域毎に３つのブロックに分け、それぞれ助言者を配置）

ッ
ク

全体会【分散会発表】
講評・感想
船田茂男（都体指協理事長）
開催場所
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開催場所
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テーマ

テーマ【スポーツアンケート調査結果から】
事例発表【瑞穂町体指の一年間の活動】
手塚一男（瑞穂町） 井上光夫（瑞穂町） 石山正志（瑞穂町）
発表【スポーツアンケート調査結果】 吉岡敏晴（瑞穂町）
分散会
第1ブロック
＜司会＞野村昌三（青梅市） ＜助言者＞大沼 弘（都教育委員会社会教育主事）
＜全体会発表者＞師岡 智（奥多摩町）
第1ブロック
＜司会＞大谷正平（檜原村） ＜助言者＞船田茂男（都体指協理事長）
＜全体会発表者＞三原夫美（福生市）
第1ブロック
＜司会＞久保 勲（日の出町） ＜助言者＞島田利昭（都西多摩支所）
＜全体会発表者＞堀登美夫（秋川市）
講評

講評
荻野由男（東京都体育館運営準備室社会教育主事）

10/21 羽村町富士見公園グランド／羽村町コミュニティセンター（108名）

テーマ【ニュースポーツの普及について】
実技研修【フィールド・ゴルフ】
柴田昌孝（羽村町体指）
全体会【各市町村から発表】
講評
平山秀親（都体指協会長）
鈴木知幸（東京都教育委員会社会教育主事）

11/5 立川市市民体育館（62名）

10/21 東大和市民体育館（63名）

講演【人生８０年時代を迎え、地域スポーツのあり方と体育指導委員】
中田重三郎（元・国立市体指）
各市事例発表
【市民のスポーツ・レクリエーションに関する実態調査】 間河部一郎（立川市）
【昭島市体育指導委員が抱えている問題】 三田一己（昭島市）
【人生80年代を迎え地域のスポーツとしての軽体操】 川村たつ江（東大和市）
【武蔵村山市における高齢者スポーツの振興について
～ゲートボールからグラウンドゴルフへ～】 乙幡忠一（武蔵村山市）
【妊婦水泳】 三田恵子（国立市）
分科会 （5つのグループに分かれ、事例発表者を中心に話し合い）
分科会報告
講評 斉藤元朝（都教育庁社会教育主事）
澤登貞行（都体指協副会長）

テーマ【東大和市におけるグランドゴルフの普及の経過】
【地区市民運動会について】ほか

テーマ【スポーツをする喜び】

各市事例発表
【東大和市におけるグランドゴルフの普及の経過】 松田憲仁（東大和市体指）
【地区市民運動会について】 藤本善次（武蔵村山市体指）
【生涯スポーツ時代に対応した体育指導委員の役割】 根本秀美（昭島市体指）
【受講者の健康状態の把握】 八島秀明（国立市体指）
【立川方式のミニテニスを通して中高年の健康体力づくりをはかる】 市川智庸（立川
市体指）
実技【ミニテニス】
講評 中垣範保（都教育委員会社会教育主事）
船田茂男（都体指協理事長）

講演【スポーツをする喜び】
佐藤道輔（東大和高校野球部部長）
事例発表
【ジュニアバレーボールと生涯スポーツ】 大岩かず子（武蔵村山市）
【“市民健康づくり歩け歩け運動”を担当して】 和田貞雄（昭島市）
【生涯スポーツ時代に対応した体育指導委員の役割と民活路線】 川口智久（国立市）
【第1回市民ミニテニス大会を振り返って】 比留間正義（立川市）
【ファミリースポーツデーの開催について】 野口博之（東大和市）
全体のまとめ 藤野圭一（東大和市教育委員会体育課長）
講評 佐藤鐵太郞（都教育庁体育課課長補佐）
遠藤佐吉（都体指協副会長）

7/5 府中市民会館（79名）

7/4 調布市役所（80名）

7/2 国分寺市民スポーツセンター会議室（88名）

5/27 小金井市総合体育館／プール（76名）

テーマ【これからの市民スポーツの在り方と体指の役割】

テーマ【人生80年時代を迎え、地域スポーツのあり方と体育指導委員】

テーマ【生涯スボーツとの関わりで考える子どものスポーツ指導者の在り方と体育指導
委員の役割】

基調講演【これからの市民スポーツの在り方と体育指導委員の役割】
森川貞夫（日本体育大学教授）

基調報告【】
福沢利三郎（調布市体指協会長）

提言【体育指導委員活動の現状と課題】
澤登貞行（都体指協副会長）

研究協議

第1分科会【高齢者スポーツのプログラム】
第２分科会【これからの体指活動】
第３分科会【地域スポーツと体指の関わり】
第４分科会【体指と他団体との関係】
講評
中垣範保（都教育委員会体育課社会教育主事）
澤登貞行（都体指協副会長）

9/27 清瀬市民センター（59名）

6/28 東村山市民スポーツセンター（72名）

9/10 田無市役所／田無市立中央公民館会議室（75名）

テーマ【中高年のスポーツ活動の推進について】

テーマ【地域活動の中での体育指導委員の役割】
【実技指導者としての体育指導委員の役割】
【行政とのかかわりにおける体育指導委員の役割】

座談会【各市の事例発表に基づいて行う】
＜座長＞植平国光（昭島市体指）
＜発表者＞
宇田公美（立川市体指） 川口智久（国立市体指） 渡辺利雄（東大和市体指）
桑原幸司（武蔵村山市体指） 三井誠之助（昭島市体指）
講評
三好良信（都教育委員会社会教育主事）
澤登貞行（都体指協副会長）

実情発表【府中市体育指導委員会活動の現状と課題】
斉藤恒雄（府中市体指会）

開催場所

第
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鈴木武夫（日の出町体指）

講演【生涯スポーツと体育指導委員の活動】 中村 平（東京女子体育大学助教授）
分散会
第1分散会 ＜助言者＞折笠良文（多摩スポーツ会館指導係長）
＜全体会発表者＞大谷正平（檜原村）
第1分散会 ＜助言者＞船田茂男（都体指協理事長）
＜全体会発表者＞木住野健二（日の出町）
第1分散会 ＜助言者＞島田利昭（都教育委員会西多摩支所社会教育係長）
＜全体会発表者＞堀江寛寿（青梅市）

実技【グランド・ゴルフ】

10/24 くにたち市民総合体育館（50名）

講演【人生80年代を迎え、地域スポーツのあり方と体育指導委員】
吉田正志（日本レクリエーション協会専務理事）

開催場所

第
９
ブ
ロ

10/4 昭島市公民館小ホール（60名）

事例発表【日の出町の体育指導委員活動】

講演【スポーツDrと体育指導委員】
服部光男（(財)日本体育協会公認スポーツDr／稲城市立病院長）

全体会【各市レク・スポーツの現状】
講評
鈴木知幸（都教育庁体育部体育課社会教育主事）

テーマ【生涯スポーツと体育指導委員活動】

第
７
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9/9 稲城市立稲城第五中学校多目的ホール（54名）

テーマ【市民スポーツ「ユニホック」の普及に向けて】

分散会【生涯体育に向けての地域住民と体指の係わり合いについて】
第１班 ＜司会＞ 橋本富幸
第2班 ＜司会＞ 久保喜久雄
第3班 ＜司会＞ 細井 衛
実技【インディアカ】 宮城重男（八王子インディアカ協会会長）
全体会
講評
佐藤鐵太郞（都教育庁体育課社会教育主事）

講演【生涯スポーツと体育指導委員活動】
山田征夫（健康レクリエーション研究所 主宰）

柳澤義廣（都教育委員会社会教育主事）

テーマ【レクリエーションスポーツの普及】

テーマ【生涯体育に向けての地域住民と体指の係わり合いについて】

テーマ

講評

佐藤鐵太郞（都教育委員会体育課課長補佐）

テーマ【地域スポーツの振興と体指の役割】
第
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テーマ【高齢者スポーツと体育指導委員の役割】
【中・高年者に対するスポーツのすすめと体育指導委員の役割】
【ファミリースポーツにおける体育指導委員の役割】
第一分科会【高齢者スポーツと体育指導委員の役割】
＜事例提供＞ 長谷川咸（江東区幹事長） 坂東秀直（葛飾区会長）
第二分科会【中高年者に対するスポーツのすすめと体育指導委員の役割】
＜事例提供＞ 加藤和明（足立区）
第三分科会【ファミリースポーツにおける体育指導委員の役割】
＜事例提供＞ 鈴木基夫（江戸川区会長） 丸橋昭男（墨田区）
全体会【分科会発表】

テーマ【中高年のスポーツ活動について】
講演【人生８０年時代を迎え、地域スポーツのあり方と体育指導委員】 吉田健一（国学院大学教授）
提言【体育指導委員に望む】 大沼 弘（都教育委員会社会教育主事）
分科会【中高年のスポーツ活動の推進について「見つけよう！生涯スポーツを」】
Ａ分科会 ＜司会＞ 近藤光男（東村山市）
＜全体会発表者＞ 杉村正孝（保谷市）
Ｂ分科会 ＜司会＞ 佐藤徳行（田無市）
＜全体会発表者＞ 吉田健次郎（東久留米市）
Ｃ分科会 ＜司会＞ 鈴木 薫（保谷市）
＜全体会発表者＞ 宮寺豊二（小平市）
Ｄ分科会 ＜司会＞ 小林紀雄（東久留米市） ＜全体会発表者＞ 山口義人（清瀬市）
全体会【分科会発表】
講評 船田茂男（都体指協理事長）

10/4～5 都立八丈高等学校 格技室（26名）
テーマ【人生80年時代を迎え、地域スポーツのあり方と体育指導委員】
全体会
【青年の主張】 （青ヶ島青年団団長）
【母親の主張】 （ＰＴＡ会員）
講演【私の青春とバレーボール】
加藤きよみ（日立バレーボール教室講演会講師／モントリオールオリンピック金メダリスト）
各島郷土芸能発表
事例発表【人生80年時代を迎え、地域スポーツのあり方と体育指導委員】 菊池玉男（八丈町）
研究協議
講評
奈良間岩次（都体指協副理事長）

講演【人生８０年時代を迎え、地域スポーツのあり方と体育指導委員】
吉田健一（国学院大学教授）
提言【体育指導委員活動】
佐藤鐵太郞（都教育委員会体育課課長補佐）
実技【テニスバット】
天野泰行（東村山市体指会）
研究協議【中高年のスポーツ活動の推進について】 （4つの分散会で協議）
全体会【分散会の要点の発表】
講評
佐藤鐵太郞（前掲）
澤登貞行（都体指協副会長）

6/27 新島本村住民センター（18名）

テーマ【地域における体育指導委員の役割と今後の課題について】
講演【地域における体育指導委員の役割と今後の課題について】
大沼 弘（都社会教育主事）
事例発表【新島本村における体指活動】
青沼 守（新島本村体指）／ 吉井芳一（新島本村体指）
研究協議【各島の社会体育事業の概略について】

研修会【各市の現状と問題点～「子どもの成長とスポーツのしかた」を読んで～】
深瀬茂夫（国分寺市体指協副会長）
基調講演【子どもの成長とスポーツのしかた】
武藤芳照（東京大学助教授）
研究討議
講評・助言 澤登貞行（都体指協副会長）
佐藤鐵太郞（都教育委員会体育課課長補佐）

提言【生涯スポーツ時代に対応した体育指導委員の役割】
斉藤元朝（都教育委員会体育課社会教育主事）
第1分科会【地域活動の中での体育指導委員の役割】
第２分科会【実技指導者としての体育指導委員の役割】
第３分科会【行政とのかかわりにおける体育指導委員の役割】
分科会報告
講評
斉藤元朝（前掲）
澤登貞行（都体指協副会長）
8/27 大島町開発総合センター（23名）

テーマ【生涯スポーツ時代に対応した体育指導委員の役割】
提言【練馬区の体育館開放ほか】 船田茂男（都体指協理事長）
研究協議【体育指導委員の役割】 ＜司会＞ 川島 隆（大島町）
事例発表【スポーツの普及・振興と体育指導委員の役割】 飯田善夫（大島町）
講評
鈴木知幸（都教育庁社会教育主事）
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テーマ【初心者のための水泳指導法】
講義及び実技研修【初心者のための水泳指導法】
柴田義晴（東京学芸大学助教授）
講評
澤登貞行（都体指協副会長）
柳澤義廣（都教育委員会社会教育主事）

9/30 保谷市役所（88名）

テーマ【生涯スポーツ時代に対応した体育指導委員の役割】
提言【生涯スポーツ時代に対応した体育指導委員の役割】
大竹弘和（新宿区社会教育主事）
第一分科会【地域活動の中での体育指導委員の役割】
第二分科会【実技指導者としての体育指導委員の役割】
第三分科会【行政とのかかわりにおける体育指導委員の役割】
講評 柳澤和雄（都教育委員会体育課）
児玉正次（都体指協副会長）

10/21～22 三宅村立阿古中学校（30名）

テーマ【生涯スポーツ時代に対応した体育指導委員の役割】
講演【都体指協の組織活動について】
船田茂男（都体指協理事長）
講演【生涯スポーツ時代に対応した体育指導委員の役割】
斉藤元朝（都社会教育主事）
事例発表【生涯スポーツ時代に対応した体育指導委員の役割】
青沼一秀（三宅村体指会会長）
研究協議【参加各島での活動状況】

広域地区別研修会

6

開催年

1990年

参加者合計
開催場所

969名
7/8 中央区役所（108名）

1991年

1992年

953名＋5ブロック
7/14 港区婦人会館ホール／港区スポーツセンター（110名）

1993年

1,041名
7/12 千代田区立総合体育館（120名）

1,110名
7/3 新宿コズミックセンター（121名）
テーマ【ニュースポーツ普及における現状と今後の分析 ～担当区の現状分析と今後
の振興プランの策定～】
第１分科会【ニュースポーツの普及における千代田区の現状と今後の方策】
＜司会・発表＞久門治人（体指）、早崎雄二（体指）、小鹿野博夫（行政）
＜助言者＞松井昭治（千代田区スポーツ振興課長）、 野地俊夫（新宿区会長）、
安藤正純（品川区社会教育主事）
第２分科会【ニュースポーツの普及における中央区の現状と今後の方策】
＜司会・発表＞百瀬修至（体指）、塩山孝子（体指）、笹本尚宏（行政）
＜助言者＞清水宏眞（中央区社会体育課長）、池田新二（千代田区副会長）、
林 政至（新宿区社会教育主事）
第３分科会【ニュースポーツの普及における港区の現状と今後の方策】
＜司会・発表＞清水正美（体指）、横瀬正夫（体指）、郡司 厚（行政）
＜助言者＞市原和臣（港区社会体育課長）、金子弘昭（中央区会長）、
田中 豊（渋谷区社会教育主事）
第４分科会【ニュースポーツの普及における新宿区の現状と今後の方策】
＜司会・発表＞阿部正幸（体指）、佐々木雅士（体指）、高橋昌弘（行政）
＜助言者＞清水敢二（新宿区スポーツ振興課長）、 福田 暫（港区会長）、
広瀨弘紀（足立区社会教育主事）
講評 鈴木知幸（都教育庁スポーツ課） 船田茂男（都体指協副会長）
青木政人（東京体育館事業普及係長）

テーマ【ニュースポーツの普及と課題】
【ニーズに対応した体育指導委員の役割と課題】
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テーマ

ッ
ク

開催場所

第１分散会【ニーズに対応した体育指導委員の役割と課題】
＜司会 兼 全体会発表者＞ 佐藤 隆（中央区）
＜助言者＞ 三橋栄司（新宿区社会体育課長）、福田 哲（港区会長）
第２分散会【ニュースポーツの普及と課題】
＜司会 兼 全体会発表者＞ 広滝久子（港区）
＜助言者＞ 鈴木孝三（千代田区社会体育課長）、望月政男（新宿区会長）
第３分散会【ニュースポーツの普及と課題】
＜司会 兼 全体会発表者＞ 久門治人（千代田区）
＜助言者＞ 金子文男（港区社会体育課長）、百瀬修至（中央区会長）
第４分散会【ニーズに対応した体育指導委員の役割と課題】
＜司会 兼 全体会発表者＞ 野地俊夫（新宿区）
＜助言者＞ 宮本 孝（中央区社会体育課長）、浜田勝巳（千代田区会長）、遠藤佐吉（都体指協副会長）
全体会
講評
遠藤佐吉（都体指協副会長）

テーマ【生涯スポーツ振興と体育指導委員の役割】

9/29 文京スポーツセンター／教育の森公園（68名）

9/21 北区滝野川体育館（92名）

テーマ【ニュースポーツの普及に向けて】
講演【生涯スポーツ振興と体育指導委員の役割】
吉田健一（国学院大学教授）

実技
【ユニカール】
【シャフルボード】

分散実技Ⅰ【ソフトバレーボール】
分散実技Ⅱ＜ターゲットバードゴルフ＞

講評
折笠良文（都スポーツ振興課課長補佐）
長谷川 威（都体指協副会長）

閉会にあたって講評
市原和臣（港区教育委員会体育課長）

9/19 荒川総合スポーツセンター（77名）

9/18 台東リバーサイドスポーツセンター（100名）
テーマ【生涯スポーツ社会における傷害対策～蘇生法～】

テーマ【区民ひとり１スポーツの実現をめざして】
テーマ【健康体力づくりはウォーキングから】
第
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講演【健康体力づくりはウォーキングから】
宮下充正（東京大学教育学部教授）
テーマ

ッ
ク

実技【健康体力づくりのためのウォーキング実技研修】
宮下充正（前掲）
全体会
講評
澤登貞行（都体指協副会長）

開催場所

9/29 世田谷区・三茶しゃれなあどホール（108名）

実技【ディスクゴルフ】
高橋広行（日本フライングディスク協会常任理事）

テーマ【スポーツ・レクリエーションの振興と啓蒙活動】
研究発表【スポーツ・レクリエーションの振興と啓蒙活動】
中川義英（世田谷区体指）
テーマ
実技発表【おかあさんの体操イチ、ニッ、サン】
古泉重子（世田谷区体指）
森谷かをる（世田谷区体指）
蓑谷千恵（世田谷区体指）

ッ
ク

講評
寺脇 登（都体指協副会長）

9/29 練馬区役所（160名）

テーマ【区民のスポーツ・ニーズと体育指導委員のかかわり】

発表【渋谷区における学校施設開放の実情】
美作俊夫（渋谷区体指）

分散会
5分散会で研究協議

分散会
5分散会で研究協議

テーマ

事例発表【先進市におけるスポ・レク祭の取り組みについて】
【「府中市市民スポーツレクリエーションフェスティバル」を実施して】
山木健司（府中市 体育課体育指導係長）
【「小金井市スポーツレクリエーションの集い」を実施して】
平野文夫（小金井市体指）
講評
寺脇 登（都体指協副会長）
鈴木知幸（都教育委員会 社会教育主事）

開催場所

分科会発表
講評

10/5 板橋区立産文ホール（149名）

テーマ

ッ
ク

開催場所

テーマ【地域の特性を生かしたスポーツ活動】

講演【地域に根ざした生涯スポーツの振興】
大鋸 順（電気通信大学助教授）
事例発表【多様化する地域スポーツ 今、板橋では】
瀧田昌男（前・板橋区体指）
講評
澤登貞行（都体指協副会長）
鈴木知幸（都教育委員会社会教育主事）

講評
遠藤佐吉（都体指協副会長）
井田勝行（都教育委員会社会教育主事）

テーマ【３年間の研究テーマの振り返りとこれからの展望】

テーマ【地域における体育指導委員活動の充実と相互の連携協調】

講演【生涯スポーツ時代に対応した体育指導委員の役割について】 森川貞夫（日本体育大学教授）

講評 澤登貞行（都体指協副会長）

スポーツ交流【ソフトバレー・ユニホック・インディアカ講習会】
講演【野球と私】
古葉竹識（元広島東洋カープ監督／横浜大洋ホエールズ監督）
研究協議（事例発表）
【「今、いいたいこと」分類と考察】 塚田茂晴（江東区）
【体指として、今一番言いたいこと】 村井芳平（足立区）
【今体育指導委員として一番伝えたい事】 荒 博子（墨田区）
【生涯スポーツの推進を！～今、体育指導委員として思うこと～】
鈴木光男（葛飾区）
【今、体育指導委員が一番言いたい事】 佐藤之喜（江戸川区）
施設見学【小岩アーバンプラザ】
講評 千葉義昭（都教育委員会社会教育主事）

9/8 多摩市立総合体育館会議室（70名）

9/14 八王子市民体育館（92名）

テーマ

第一分科会【アンケート結果に対する意見交換と各市の活動状況】
＜全体会発表者＞林 泰男（八王子市）
第二分科会【生涯スポーツ時代を迎える体指の役割・市民の意識】
＜全体会発表者＞石原光興（町田市）
第一分科会【アンケート結果に対する意見交換と各市の活動状況】
＜全体会発表者＞石川博也（日野市）
講評
柳澤義廣（都スポーツ振興課社会教育主事）
遠藤佐吉（都体指協副会長）
小川 弘（都体指協理事長）

開催場所

10/20 福生市民体育館（102名）

テーマ

ッ
ク

開催場所

9/22 武蔵村山市民会館小ホール（61名）
テーマ【生涯スポーツ】

ッ
ク

テーマ

開催場所

事例研究発表
【フットベースボール競技へのお誘い】 北川勝利（昭島市）
【スポーツ教室における指導内容と方法 ～体育指導委員の役割～】 川口智久（国立市）
【「準備体操」創作にあたって】 守重夏樹（立川市）
【ポートボール・ミニバスケットボール大会について】 瀬川雅子（東大和市）
【グラウンド・ゴルフの普及について】 鶴田浩二（武蔵村山市）
講演【生涯スポーツ】
望月紀美子（大妻女子大学講師）
全体のまとめ
宮崎昭司（武蔵村山市教育委員会社会教育担当参事）
講評
折笠良文（東京都教育文化財団多摩スポーツ会館指導係長）

7/14 狛江市役所会議室（99名）

実技
【ユニホック】 岡田広次（八王子市）／梅澤勝彦（八王子市）
【インディアカ】 伊藤道夫（八王子市）
事例発表【各市におけるニュースポーツの現状について】
【ニュースポーツの現状について】 山本芳男（町田市）
【日野市体育指導委員のニュースポーツとの関わりについて】
石川博也（日野市）
【稲城市におけるニュースポーツの活動状況について】 平山武夫（稲城市）
【多摩市におけるニュースポーツの現状について】 鈴木義光（多摩市）
【八王子市におけるニュースポーツの取り組みについて】 岡田広次（八王子市）
講評 川口法正（都教育庁体育部スポーツ振興課社会教育主事）

10/19 秋川市中央公民館／秋川市中央公園（95名）

ッ
ク

全体会【各市の現状と活動報告】

テーマ

開催場所

第
1
0
ブ
ロ

テーマ【余暇時代におけるスポーツの供給】
講演【余暇時代におけるスポーツの供給】
小森谷大式(（財)日本レクリエーション協会サービス事業本部イベント開発部長）
実技【ターゲットバードゴルフ】

テーマ

ッ
ク

開催場所
第
1
1
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テーマ【島嶼地域における生涯スポーツの研究と普及について】

テーマ

講演【島しょにおける生涯スポーツ】 鈴木知幸（都教育庁スポーツ振興課社会教育主事）
事例発表
【八丈町における体育指導委員活動について】 菊地庄一（八丈町） 笹本恒雄（八丈町）
実技研修
【バウンドテニス】
田中靖夫・鈴木紀代子・芹川和男 （渋谷区）
【ターゲットバードゴルフ】 深瀬茂夫・渡辺昭彦（国分寺市） 人見和子（新宿区）
まとめ
大沢 力（八丈町会長）

9/26 町田市総合体育館（56名）

9/18 日野市立南平体育館（84名）

事例発表【町田市におけるスポーツ施設の紹介及び利用状況について】
山本芳男（町田市体指）

テーマ【余暇の増大に伴う各市のスポーツ二ーズヘの対応について】
発表【余暇の増大に伴う各市のスポーツ二ーズヘの対応について】
【市民総ぐるみスポーツ】 榎本修明（稲城市体指）
【多摩市地域スポーツ振興計画とその実施】 岡 裕基（多摩市体指）
【低年齢層と中高年齢層】 林 泰男（八王子市体指）
【社会体育実技指導員】 山本芳男（町田市体指）
【身近なスポーツ施設の確保とスポーツ組織の育成】 石川博也（日野市体指）

第一分科会【障害児スポーツの推進について】
＜全体会発表者＞元岡義夫（日野市体指）
第二分科会【学校開放事業の取り組みについて】
＜全体会発表者＞福島栄治（稲城市体指）
第三分科会【高齢者のスポーツ活動の推進について】
＜全体会発表者＞伊野彰一（多摩市体指）

生涯スポーツ研修会
【ミニテニス】 【インディアカ】 【ユニホック】

実技【レクリエーション指導】
太田克己（町田市体指）
講評
鈴木知幸（都教育庁体育部社会教育主事）

10/23 奥多摩町福祉会館／愛宕山・創造の森（126名）

テーマ【地域の特性を生かしたニュースポーツの振興】

活動記録発表【青梅市体育指導委員の活動記録】
北沢英夫（青梅市広報委員長）
講演【体育指導委員再考 ～スポーツのインストラクターかプロモーターか～】
中村 平（東京女子体育大学助教授）
【ファミリーゴルフ】

活動記録発表
原島二三和（奥多摩町体指）
実技研修【ウォーキング】及び講演【野外活動と環境】
束原昌郎（東京学芸大学教授）
講評
林辺 浩（都多摩教育事務所西多摩支所社会教育係長）

10/5 昭島市公民館小ホール（65名）

9/26 国立市役所（69名）

事例発表
【高度化し、多様化するスポーツニーズと新しいスポーツライフの展開について】
山本弘子（国立市）
【明日への準備体操として】
守重夏樹（立川市）
【グランドゴルフ教室及び大会について】
坪池正春（東大和市）
【初心者登山教室を実施して】
永塚いさ子（武蔵村山市）
【ファミリースポーツと新スポーツのかかわり】 石川勝巳（昭島市）
講演【高度化・多様化するスポーツニーズと新しいスポーツライフの展開】
中能孝則（日野社会教育センター生涯学習事業部長）
まとめ 高橋金作（昭島市教育委員会社会教育部長）
講評 折笠良文（都教育委員会社会教育主事）

テーマ【ニュースポーツを考える】

7/6 武蔵野市・武蔵野総合体育館（99名）

9/19 三鷹市公会堂別館（99名）
テーマ【生涯スポーツ時代をむかえ体育指導委員活動の現状と課題】
第１分科会【忙し過ぎないか体育指導委員は？】
＜司会＞深瀬茂夫（国分寺市会長）
＜助言者＞山木健司（府中市教育委員会体育指導係長）
第２分科会【体育指導委員協議会の組織は、実践に結びついているか】
＜司会＞比留間一磨（府中市会長）
第３分科会【学校体育施設開放は順調に進んでいるか】
＜司会＞佐藤 勲（調布市副会長）
＜助言者＞中田 清（三鷹市教育委員会体育係長）
第４分科会【生涯スポーツの指導者は養成、確保されているか】
＜司会＞西宮 忠（武蔵野市委員長）
＜助言者＞竹内 悟（国分寺市教育委員会体育事業係長）
第５分科会【市民にどれだけ知られているか・体育指導委員とは？】
＜司会＞醍醐 潔（狛江市会長）
＜助言者＞大竹弘和（新宿区教育委員会社会教育主事）
講評 山口法正（都教育庁スポーツ振興課社会教育主事）
船田茂男（都体指協副会長）
9/26 清瀬市立下宿地域市民センター／下宿運動公園（107名）

7/31 府中市生涯学習センター（111名）
テーマ【生涯スポーツ時代をむかえ、体育指導委員は今後どうあるべきか】

テーマ【組織活性化のためのリーダーシップ】

テーマ【体育指導委員と地域活動との関わり】

講演【組織活性化のためのリーダーシップ】
北森義明（順天堂大学体育学部教授）

講演【体育指導委員と地域活動との関わり】
吉田健一（國學院大学教授）

実技
【グラウンドゴルフ】

実技
【テニスバット】

講評
船田茂男（都体指協副会長）

講評
船田茂男（都体指協副会長）

9/13 大島町開発総合センター／大島町立第一中学校（32名）

9/24 三宅村役場／三宅村立坪田中学校（21名）

テーマ【ウォーミングアップとクールダウン ～身体を動かす事の楽しさ・形に捕らわれない自由
な体操～】

9/28 小平市役所大会議室／福祉会館前市民広場（92名）

9/22 八丈町大賀郷公民館／大賀郷中学校（22名）

各区発表
【ミニテニスの普及を通じて】
大友龍三（墨田区協）
【いつでも・どこでも・だれでも出来る “生涯スポーツ”一層の推進を！】
小林一男（葛飾区常任委員）
【高度化・多様化するスポーツニーズと新しいスポーツライフの展開
～レクリエーションスポーツ普及の問題点～】 早川建夫（江戸川区育成部長）
【レクリエーションの現状と問題点 ～ファミリーキャンプを通して～】
戸田紀美子（江東区）
【レクリエーションスポーツ普及の問題点 ～ビーチバレーボールを通して～】
鹿角正昭（足立区副会長）
体験コーナー 【ビーチバレーボール】 【ミニベースボール】

講評 島田利昭（都多摩教育事務所西多摩支所社会教育係長）

9/29 東久留米市立中央公民館（87名）

第１分科会【地域活動の中での体育指導委員の役割】
第２分科会【実技指導者としての体育指導委員の役割】
第３分科会【行政とのかかわりにおける体育指導委員の役割】
全体会【分科会報告】
講評 平山秀親（都体指協会長）

テーマ【レクリエーションスポーツ普及の問題点】

発表
【ニュースポーツを実践してみて】 小川芙美子（足立区広報課長）
【ニュースポーツを実践してみて ～グラウンドゴルフ～】
瀬尾洋子（墨田区副会長）
【ニュースポーツを実践してみて ～インディアカ連盟設立まで～】
山中成太（葛飾区）
【高度化・多様化するスポーツニーズと新しいスポーツライフの展開 ～ニュース
ポーツを実践してみて～】 緑川 博（江戸川区）
【江東区におけるニュースポーツの現状と課題】 山崎莞爾（江東区幹事）
講演【健康づくり】
宮下充正（東京大学教育学部長）

実技【青梅市体指協が手掛けたスポーツ等】
【ビーチバレーボール】 【インディアカ】 【ミニテニス】

講評
島田利昭（都多摩教育事務所西多摩支所社会教育係長）

実技【ウォーミングアップとクールダウン】
花岡美智子（武蔵野市体指）

提言【生涯スポーツに対応した体育指導委員の役割 ～住民主体の地域スポーツ行政をめざして～】
竹内 悟（国分寺市教育委員会社会教育部体育課事業係長）

テーマ【ニュースポーツを実践してみて】

テーマ【家族と地域を結ぶスポーツ活動】

第一分散会【会長、副会長によって構成】 ＜司会＞醍醐 潔（狛江市）
第二分散会【各市の部長またはこれに準ずる委員によって構成】 ＜司会＞秀島美治（狛江市）
第三分散会【各市の中堅の委員によって構成】 ＜司会＞栗山和美（狛江市）
第四分散会【体育指導委員初任～2，3年によって構成】 ＜司会＞松戸文雄（狛江市）
全体会【分散会報告】
講評
鈴木知幸（都教育庁体育部体育課社会教育主事） 澤登貞行（都体指協副会長）

テーマ【体育指導委員の役割を再考しよう】

11/6 足立区立生涯学習館／足立区立綾瀬小学校（120名）

10/24 青梅市総合体育館（134名）

テーマ【国及び都の審議会答申を踏まえて、各市の現状と今後について考える】
第
９
ブ
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11/7 江東区健康センター（108名）

テーマ【生涯スポーツの普及と課題】
テーマ【ニュースポーツの取扱いと今後の対応】

テーマ【スポーツの日常化への取り組み】
スポーツ教室の公開
【身障者のスティックゴルフ】
【中高年齢者のための健康体操】
第一分散会【体指の資質と充実した活動】
＜助言・指導＞折笠良文（多摩スポーツ会館指導係長）
浅野豊海（多摩スポーツ会館社会教育主事）
第二分散会【中高年齢層（特に男性）および身障者のスポーツ】
＜助言・指導＞船田茂男（都体指協副会長）
第三分散会【スポーツの日常生活への位置づけ】
＜助言・指導＞島田利昭（西多摩支所社会教育係長）

体指フォーラム【生涯スポーツを推進するにあたっての体育指導委員の役割 ～地域
スポーツのコーディネーターとは～】
＜コーディネーター＞ 田中 豊（渋谷区教育委員会社会教育主事）
＜パネリスト＞
長沼八代治（中野区総務副部長） 永井邦夫（杉並区副会長）
宮崎和彦（板橋区総務部長） 近藤サヨ（練馬区会計）
稲垣幸房（豊島区副ブロック長）
講評 （都スポーツ振興課）
（都体指協）

事例発表【今、小学校区がおもしろい】
遠藤千枝（杉並区体指協上井草地区長）

10/12 江戸川区総合体育館／江戸川区小岩アーバンプラザ集会室（名）

事例発表【市民のスポーツ意識について】
（多摩市体指）
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テーマ【生涯スポーツを推進するにあたっての体育指導委員の役割 ～地域スポーツ
のコーディネーターとは～】

講演【私のスポーツライフ】
三原 隆（リコーリース㈱代表取締役会長）

テーマ【市民のスポーツ意識について】

第
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講評
鈴木知幸（都スポーツ振興課課長補佐）
長谷川威（都体指協副会長）
9/25 豊島区民センター（133名）

9/18 杉並区立勤労福祉会館（113名）

10/20 葛飾区総合スポーツセンター（84名）

研究協議（事例発表）
【生涯スポーツ時代に対応した体育指導委員の役割】 上妻健祐（江戸川区）
【生涯スポーツ時代に対応した体育指導委員の役割 ～三年間の研究テーマの振り返りとこれからの展望～】
長谷川威（江東区幹事長）
【生涯スポーツ時代に対応した体育指導委員の役割】 市川光興（足立区）
【３年間の研究テーマの振り返りとこれからの展望】
永岡啓一（墨田区）
【インディアカ普及をとおした地域の自主的スポーツ活動の活性化 ～生涯スポーツ時代に対応した体育指導委
員の役割～】
渡辺立春（葛飾区副会長）

第1分科会【各区でのニュースポーツの実施状況等】
第２分科会【ニュースポーツ講習会実施に伴うPR方法等について】
第３分科会【ニュースポーツの運営・管理】
第４分科会【ニュースポーツ講習会の評価】
第５分科会【実技（グラウンドゴルフ／ソフトバレーボール）】

全体会

全体会

ビデオフォーラム【全国スポ・レク祭 '89愛媛】

ッ
ク

第
６
ブ
ロ

講演【ニュースポーツの普及と課題及び体育指導委員との関わりについて】
八代 勉（筑波大学教授）

発表【大田区における区民のスポーツニーズと体育指導委員のかかわり】
池田 慧（大田区体指）

テーマ【多様化する地域スポーツ】

第
５
ブ
ロ

講評
川口係長（都スポーツ振興課スポーツ担当係長）
澤登会長（都体指協）
11/13 目黒区民センター（125名）
テーマ【ニュースポーツの普及と課題及び体育指導委員との関わりについて】

9/19 大田区民プラザ（126名）

テーマ【全国スポ・レク祭とニュースポーツの普及方策について】
第
4
ブ
ロ

全体会【各区の現状報告】
後藤委員（文京区体指会）
加藤副会長（北区体指会）
石川副会長（荒川区体指会）

講評
寺脇 登（都体指協副会長）
折笠良文（都スポーツ振興課課長補佐）

9/7 渋谷区役所（130名）

講評

開催場所

実技【蘇生法の実践】
上野指導員／神馬指導員（東京安全赤十字奉仕団）

全体会【実技研修に対する事例発表・現状報告】
関口敏弘（北区体指会会長）
増渕節子（文京区体指会）
牛木義典（台東区体指協幹事）

全体会【実技研修に対する意見及び各区の近況報告】

テーマ【渋谷区における学校施設開放の実情】
第
３
ブ
ロ

講義【蘇生法の実践】
星野委員長（東京安全赤十字奉仕団）

講義及び実技研修【ミニテニス】
天野孝一（立川市ミニテニス協会理事長）
高森修一（立川市ミニテニス協会総務部長）

テーマ【生活分野に浸透するニュースポーツと指導者の関わり】

講評
佐藤鐵太郞（都教育庁体育部主任社会教育主事）
平山秀親（都体指協会長）

テーマ【中高年の健康づくり】
講演【中高年の健康づくり】
小野三嗣（東京慈恵会医科大学客員教授）
実技【小平ゲートゴルフ】
講評
寺脇 登（都体指協副会長）

9/22～23 式根島開発総合センター／新島いきいき広場（29名）

提言
【「ニュースポーツ」の胎動 ～新たな運動文化の登場か～】
早川武彦（国立市体指）
【新潟県中頸城郡柿崎町におけるテニスの発展経緯】
松浦三代子（国立市体指）
【ニュースポーツの現状と問題】
川口智久（国立市体指会）
意見交換会

9/4 立川市柴崎市民体育館（76名）

テーマ【市民のスポーツ二ーズに応えた体指活動】
事例発表
【小学生マラソンについて】 秦 一浩（東大和市）
【市民ニーズの把握と初心者スケート教室の開催】 桑原幸司（武蔵村山市）
【昭島市体育指導委員の「ニュースポーツ」の取組について】 中村正夫（昭島市）
【小学生の初心者水泳指導に関わって】 清水アヤ子（国立市）
【市民のスポーツニーズに応えて】 細谷 剛（立川市）
講演【市民のスポーツ二ーズに応えた体指活動】
青山昌二（三重大学教育学部教授）

第１分科会【見直してみよう定例会】 ＜司会＞西宮 忠（武蔵野市委員長）
＜助言者＞酒井和男（武蔵野市教育委員会体育課嘱託）
第２分科会【ニュースポーツの普及・振興を図るにはどの様にして取り組むべきか】
＜司会＞佐藤 勲（調布市副会長）
＜助言者＞田中正行（調布市教育委員会体育課長）
第３分科会【市民にどれだけ知られているか体育指導委員は】
＜司会＞田中和男（小金井市）
＜助言者＞箕輪頼幸（小金井市教育委員会体育係長）
第４分科会【ニュースポーツの普及・振興を図るにはどの様にして取り組むべきか】
＜司会＞深瀬茂夫（国分寺市会長）
＜助言者＞小林久仁子（国分寺市教育委員会体育庶務係長）
第５分科会【市民にどれだけ知られているか体育指導委員は】
＜司会＞神田国男（狛江市）
＜助言者＞安田貴嘉（狛江市教育委員会体育課長）
講評 鈴木知幸（都スポーツ振興課課長補佐）／澤登貞行（都体指協会長）
6/19 東村山市スポーツセンター（93名）

テーマ【地域における青少年スポーツ活動】
テーマ【生涯スポーツとしてのニュースポーツの普及と振興】
講義
【生涯スポーツとしてのニュースポーツの普及と振興】
鈴木隆広（都教育庁体育部スポーツ振興課社会教育主事）
【グランドゴルフの普及について】
高松一治（東京都グランドゴルフ協会理事長）
【ターゲットバードゴルフの普及について】 前田 誠（東京都バードゴルフ協会常務理事）
情報交換【各島の状況】 （大島町） （三宅島村） （八丈町） （神津島村） （新島本村）
実技
【グランドゴルフ】 【ターゲットバードゴルフ】（ターゲットバードゴルフ公認指導者認定試験）

6 ページ

【スポーツライフを通した健康づくり仲間づくり】
講演【地域に密着したスポーツクラブ（大島マラソン愛好会の歩み）】
平山一郎（大島町）
実技
【綱引き】
内藤高公（東京都綱引き連盟理事）
【チェックボール】 田中靖夫（都体指協副理事長）

講演【地域における青少年スポーツ活動】
寺脇 登（都体指協副会長）
事例発表【三宅島における体育指導委員の活動】
山下真哉（三宅村体指会副会長）
実技講習【シャッフルボード】
工藤 茂（都体指協常任理事）

広域地区別研修会
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開催年

1994年

参加者合計
開催場所

1995年

1,060名
7/2 中央区役所（109名）

1,107名
7/8 港区青山中学校（97名）

テーマ【区民のスポーツ参加を促す～地域スポーツを再構築する～】
第
１
ブ
ロ

テーマ【余暇時間の増大に伴うファミリースポーツの振興はどうあるべきか】
テーマ

ッ
ク

分科会
経験年数で８つの分科会を設け、助言者とともに少人数で研究討議
講評
井田勝行（都スポーツ振興課スポーツ担当係長）

全体討議
工藤 茂（港区体指協副会長）
実技研究
【ターゲットバードゴルフ】
【シャフルボード】
【バウンドテニス】

9/17 文京スポーツセンター（84名）
テーマ【健康・体力づくりはウォーキングから】

第
２
ブ
ロ

講演【健康・体力づくりはウォーキングから】
宮下充正（東京大学教育学部教授）
テーマ

ッ
ク

実技研修【とれーにんぐとしてのウォーキングの実技】
久埜真由美（東京大学大学院教育学研究科体育学・スポーツ科学専修）
全体会【各区代表者の意見及び感想等】
講評
千葉義昭（都スポーツ振興課スポーツ担当係長）

開催場所

第
３
ブ
ロ

9/17 品川区立勤労者福祉会館（125名）

8/26 北区立滝野川会館（80名）

テーマ

ッ
ク

アンケート集計報告【第3ブロック体育指導委員活動実態調査】
秋山好徳（品川区体指）
講演【余暇時間の増大と体育指導委員の役割の再考】
柳沢和雄（筑波大学講師）

開催場所

9/17 中野区もみじ山文化センター（なかのZERO西館）（116名）

テーマ

ッ
ク

開催場所

第
５
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テーマ

ッ
ク

開催場所

講演【スポーツと腰痛～運動療法を中心に～】 太田信夫（日本体育協会公認スボーツドクター）
第１分科会【スポーツの関心を高め、事業の参加を増やす方策】
＜全体会発表者＞平野新作（板橋区）
第２分科会【地域で行われるスポーツ活動と体育指導委員のかかわり】
＜全体会発表者＞新保光香（練馬区）
第３分科会【主催事業の内容と効果的な運用方法】
＜全体会発表者＞岩田信義（豊島区）
第４分科会【活動拠点としての施設の確保と利用の仕方】
＜全体会発表者＞亀山米子（杉並区）
講評
鈴木知幸（都スポーツ振興課課長補佐）
松田幸一（都体指協）

全体会【日頃おこなっている各区の活動状況の発表】
講評
鈴木知幸（都スポーツ振興課課長補佐）
安藤省吾（東京体育館事業担当係長）
野田信雄（都体指協）

9/30 世田谷区役所第３庁舎ブライトホール（134名）

テーマ【余暇時間の増大に伴う地域活動への体育指導委員の関わりについて】

テーマ

ッ
ク

開催場所

第
７
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テーマ

ッ
ク

開催場所

ッ
ク

テーマ

開催場所

事例発表【住民ニーズに基づいた事業展開 ～イベント実施における
体育指導委員のコーディネート～】
新保光香（練馬区副会長）
講演【生涯スポーツを支える体指の活動】
武井正子（順天堂大学教授）
講評 安藤省吾（東京体育館事業普及係長） 澤登貞行（都体指協会長）

テーマ【生涯スポーツの推進と市民との連携】
講演【生涯スポーツ推進への市民からの提言】
高野範城（多摩市聖ヶ丘在住）
第一分科会【事業関係】
各市および和田喜久夫（八王子市）
第二分科会【地域振興関係】 各市および大内真弘（町田市）
第三分科会【広報関係】
各市および真崎信幸（日野市）
分科会研究発表・講評

10/22 五日市町民会館・ファインプラザ（133名）

10/21 都民の森・檜原村福祉センター（112名）

井田勝行（都スポーツ振興課）

テーマ【地域の特性を生かしたスポーツの振興】
活動記録発表【地域の特性を生かしたスポーツの振興～檜原村体育指導委員の
活動～】
赤尾暢夫（檜原村体指）
都民の森の紹介と実技研修【森林体験とスポーツハイキング】
小林達夫（都民の森所長）
講評
林辺 浩（都多摩教育事務所西多摩支所社会教育係長）

9/2 武蔵村山市役所内中部地区会館（77名）
テーマ【子供たちの余暇時間と体育指導委員との係わり】
講演【余暇時間の増大と指導者の係わり】
吉田正志（日本レクリエーション協会専務理事）
事例発表
【子供達の余暇時間と体育指導委員との係わり】
岸 紀代子（昭島市体指）
【知的障害児のスポーツ・レクリエーション交流事業】
三田恵子（国立市体指）
【子供たちの余暇時間と体育指導委員との係わり】
並木保子（立川市体指）
【ミニバスケットボール・ポートボールへの情熱】
平田征男（東大和市体指）
【子供たちの余暇時間の増大と体育指導委員の役割を再考する】
武下正弘（武蔵村山市体指）
講評 鈴木知幸（都スポーツ振興課課長補佐）
7/22 小金井郵便局会議室（90名）
テーマ【生涯スポーツとボランティア指導者のあり方】

テーマ【中高年層のスポーツ活動の推進について】
第
９
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ロ
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ク

開催場所
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テーマ

ッ
ク

開催場所
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事例発表【区民に親しまれる“大田っ子体操”の普及を目ざして ～体育指導委員の取組～】
森 相子（大田区体指協研修部長）

第１分科会【高齢者と青少年のスポーツ交流】
第２分科会【体育指導委員と地域活動】
第３分科会【体育指導委員とボランティア】
第４分科会【障害者スポーツ】
第５分科会【障害者スポーツ】

講演【生涯スポーツとボランティア指導者のあり方】
瀧井敏郎（東京芸術大学教育学部健康・スポーツ科学学科助教授）

鈴木知幸（都スポーツ振興課課長補佐）

10/19 江戸川区スポーツセンター（132名）

テーマ【楽しくレクリエーションスポーツをするためには】
事例及び実技発表
【ユニカール】
朝香 茂／石渕龍雄（江東区）
【ファミリーテニス】 橋本浩造（足立区）
【ミニテニス】
大久保静子（墨田区）
【グラウンドゴルフ】 山田喜一（葛飾区）
【ソフトラクロス】
小川栄三（江戸川区）
講評
浅野豊海（都スポーツ振興課係長）

パネルディスカッション【高齢化社会と体育指導委員のかかわり】
＜コーディネーター＞ 鈴木知幸（都体育部副参事）
＜パネラー＞
杉浦重子（目黒区） 上田 孔（品川区） 安田英子（世田谷区）
星 憲（渋谷区）
小山英之（大田区）

基調講演【地域活動に求められる体育指導委員の役割】
田内勝枝（狭山市障害者団体連絡会代表世話人／狭山ハンディスポーツクラブ代表）
講演【青少年のスポーツと体育指導委員のかかわり】
鈴木知幸（都体育部副参事）
第1分科会【学校五日制に伴い青少年のスポーツ活動に何が求められているか】
第２分科会【学校部活動と地域のかかわり】
第３分科会【スポーツの場の拡大と安全管理】
講演【障害者のスポーツと体育指導委員のかかわり】 若杉由旗子（ピアニスト）
第４分科会【手話ダンス】
渡嘉敷美恵子（日本手話ダンス友の会）
深沢美和（日本手話ダンス友の会・ハメハメハグループ）
10/4 江東区・有明スポーツセンター（150名）

テーマ【21世紀に向けて第5ブロック体育指導委員はどう対処すべきか】
第１分科会【週5日制にともなう地域の子供スポーツとの関わり方】
＜司会＞朝香 茂
第２分科会【高齢化の伸展と高齢者の健康・スポーツとの関わり方】
＜司会＞塚田茂晴
第３分科会【少子化傾向にともなうファミリー運動の対処をどのようにしたらよいか】
＜司会＞山崎莞爾
第４分科会【体育指導委員と行政・関係団体とのコミュニケーションについて】
＜司会＞田中重夫
全体会
講評
久保節紀（都スポーツ振興課スポーツ担当係長）

9/14 八王子市民体育館（106名）

9/20 町田市立総合体育館（84名）

テーマ【生涯スポーツの現状と方向性についての体指の役割】

テーマ【体指と行政のかかわりについて～その現状と課題～】

各市発表
大内眞弘（町田市） 馬場房代（日野市） 宮崎博申（稲城市）
伊野彰一（多摩市） 及川 将（八王子市）
講評
浅野豊海（都スポーツ振興課スポーツ担当係長）
寺脇 登（都体指協副会長）
実技研修
【ユニホック】 梅澤勝彦（日本ユニホック協会事業部長）
【ミニテニス】 金井憲一（八王子ミニテニス協会副会長）

各市発表
【体指と行政のかかわりについて～その現状と問題点～】 橋本富幸（八王子市）
【体指と行政のかかわりについて】 山田義良（日野市）
【体指と行政のかかわりについて】 大塔幹夫（多摩市）
【体指と行政のかかわりについて～その現状と問題点～】 藤井雅史（稲城市）
【体指と行政のかかわりについて（その現状と問題点）】 安部 徹（町田市）
講評 仲地 聰（都スポーツ振興課長） 澤登貞行（都体指協会長）
講演【スポーツ指導者としての心構え】
磯端克明（富士銀行陸上部監督）

10/19 日の出町立大久野中学校（133名）

10/25 瑞穂ビューパークスカイホール／瑞穂町民会館ホール（122名）

テーマ【住民からみたスポーツ振興のあるべき姿】
調査発表【「スポーツ振興のあるべき姿」についての調査発表】
福島一則（日の出町体指会副会長）
講演【住民からみた「スポーツ振興のあるべき姿」】
坂井田栄二（都スポーツ振興課スポーツ担当係長）
実技研修【カップスタックス】
牛島久道／斉藤直子（ハズブロージャパン）

テーマ【年齢、世代を越えたスポーツ活動の推進と体育指導委員の役割】
事例発表【年齢、世代を超えたスポーツ活動の推進と体育指導委員の役割】
牧野壽義（瑞穂町体指）
講演【指導者の人間性】
黒羽 昭（ジャクパコーポレーション取締役部長）
第１分科会【ニュースポーツの普及と体育指導委員の関わり】 ＜座長＞石山正志（瑞穂町）
第２分科会【ニュースポーツの普及と体育指導委員の関わり】 ＜座長＞斎藤良成（瑞穂町）
第３分科会【地域スポーツ振興と体育指導委員の役割】
＜座長＞志鶴アヤ子（瑞穂町）
第４分科会地域スポーツ振興と体育指導委員の役割】
＜座長＞細渕正行（瑞穂町）
講評 久保 昇（都教育庁多摩教育事務所西多摩支所社会教育係長）

10/5 昭島市公民館小ホール／つつじが丘南小学校体育館（74名）

9/27 国立市役所会議室（65名）

テーマ【ニュースポーツの紹介と体育指導委員とのかかわり方】

テーマ【各市におけるスポーツ振興の現状と体育指導委員の役割】

事例発表及びパネルディスカッション
＜コーディネーター＞
植平国光（）
＜パネラー＞
尾崎良一（国立市体指）
細谷 剛（立川市体指）
国吉浩子（東大和市体指）
桑原幸司（武蔵村山市体指）
稲沢持久（昭島市体指）
実技研修【体の動きを意識する ～より効果的な補助運動の実践について～】
佐藤久美子（元ＮＨＫテレビ体操指導員）
講評
島田利昭（多摩スポーツ会館事業普及係長）

講演【２１世紀のスポーツ像：「体指」の役割は何か～「体指」は地域を創るスポーツ活動の核～】
早川武彦（国立市体育指導委員／一橋大学商学部教授）
第１分科会【スポーツ振興と体指の役割～ニュースポーツをめぐって～】
＜報告者＞（昭島市）
第２分科会【地域と体指の役割】
＜報告者＞（東大和市）
第３分科会【世代別事業（青少年・中高年スポーツ等）のもつ意味】
＜報告者＞（武蔵村山市）
第４分科会【全体イベントにおける体指の働き方】
＜報告者＞（立川市）
講評
久保節紀（都スポーツ振興課スポーツ担当係長）
遠藤佐吉（都体指協副会長）

7/27 国分寺市ひかりプラザ（104名）

9/27 狛江市役所（108名）
テーマ【より多くの市民が健康のため、自らスポーツ活動に取り組む習慣を定着させるために
は、体育指導委員は、どのようにしたらよいの】

テーマ【文部省及び都区市町村における週５日制についての考え方と地域での対応について】
講演【学校週５日制についての考え方と地域の対応】
永島惇正（東京学芸大学教授）

9/30 保谷市スポーツセンター第２体育室（９０名）
テーマ【地域こおけるスポーツ活動の促進と体育指導委員の係わり】
テーマ【余暇時間の増大と体育指導委員の役割について再考する】
講演【地域に根差したスポーツ活動と体育指導委員の役割】
浅見俊雄（東京大学名誉教授／(財)日本サッカー協会理事／(社)日本プロサッ
各市発表【余暇時間の増大に伴う、①行政、②地域住民、③中高年及びファミリー層との体指のかかわ
カーリーグ理事）
り方、について】
研究協議会
（小平市） （東村山市） （保谷市） （清瀬市） （東久留米市） （田無市）
【平成６年度の活動報告及び今後の活動方針】 西口栄一（小平市）
【前年度の活動報告および今後の活動方針】 高橋良平（東村山市）
第一分散会【余暇時間の増大に伴う行政と体育指導委員とのかかわり方について】
【「余暇時間の増大と体育指導委員の役割について再考する」～地域におけるス
第二分散会【余暇時間の増大に伴う地域住民と体育指導委員とのかかわり方について】
ポーツ活動の促進と体育指導委員の関わり～】 石渡美紀子（田無市）
第三分散会【余暇時間の増大に伴う中高年及びファミリー層とのかかわり方について】
【「余暇時間の増大と体育指導委員の役割について再考する」～地域におけるス
ポーツ活動の促進と体育指導委員の関わり～】 牧 眞二（清瀬市）
全体会
【前年度の活動報告及び今後の活動方針】 永吉 徹（東久留米市）
講評
【前年度の活動報告及び今後の活動方針】 赤沢賢一（保谷市）
寺脇 登（都体指協副会長）
講評 寺脇 登（都体指協副会長）

9/28 東久留米消防署（88名）
テーマ【余暇時間の増大と地域スポーツ活動の促進実例（過去3年間を振り返って）】

テーマ【各都市の地域特性と各世代層にそったスポーツ振興を考える～新世紀に向けて！】

講演【スポーツ・レクリエーション活動の普及促進と体育指導委員】
熊谷 康（都レクリエーション協会専務理事／東久留米市スポーツ振興審議会会長）
研究協議会
坂井博信（小平市） 田口 栄（東村山市） 市川一司（田無市）
萩原和代（保谷市） 牧 眞二（清瀬市） 佐々木ミドリ（東久留米市）

東村山市分科会 ＜発表＞（小平市）
田無市分科会 ＜発表＞（東久留米市）
東久留米市分科会 ＜発表＞（清瀬市）
保谷市分科会 ＜発表＞（東村山市）
清瀬市分科会 ＜発表＞（保谷市）
小平市分科会 ＜発表＞（田無市）

講評
仲地 聰（都スポーツ振興課長）
寺脇 登（都体指協副会長）

講評
浅野豊海（都スポーツ振興課スポーツ担当係長）
澤登貞行（都体指協会長）

7/3 八丈町役場大会議室／大賀郷中学校体育館（25名）

9/4 新島村住民センター（19名）

6/2 大島町開発総合センター（25名）

9/12 三宅村役場３階会議室（１９名）

テーマ【生涯スポーツと健康】

テーマ【地域におけるスポーツクラブの育成と体育指導委員の関わり】

テーマ【島嶼地域におけるこれからの体育指導委員の役割】

講演【生涯スポーツと健康】
鈴木知幸（都スポーツ振興課課長補佐）

講演【スポーツ指導での事故防止】
鈴木知幸（都スポーツ振興課課長補佐 兼 振興係長）

講演【都における体育指導委員の現状と今後の可能性について】
浅野豊海（都スポーツ振興課スポーツ担当係長）

実技講習会
【スポーツマッサージ】
【フライイングディスクゴルフ】

事例発表【大島綱引クラブ結成から現在まで】 植松 豊（大島町体指）
実技講習会【ストレッチ及びテーピングについて】
渡辺明彦（国分寺市市民光スポーツセンター スポーツトレーナー）

事例発表 肥後政幸（三宅村体指・副会長）
実技講習【日常生活における基礎体力作りについて】
渡辺昭彦（国分寺市民スポーツセンター スポーツトレーナー）

第１分科会【「スポーツ施設について」各市の現状について】
第２分科会【スポーツプログラムについて】
第３分科会【仲間づくり（クラブ・サークル）】
第４分科会【スポーツ情報の提供について】
第５分科会【健康との関わりについて】
第６分科会【指導者の育成について】
全体会
講評 鈴木知幸（都スポーツ振興課課長補佐）
澤登貞行（都体指協会長）

グループ討議
第１班【講演に対して感じたこと】
第２班【「余暇時間の増大と体指の役割を再考する」について】
第３班【講師の話から ☆チャンピオンスポーツから楽しむスポーツへ／☆新しい指
導者を育成することも指導者の役割の一つ】
第４班【講師の話から】
講評
坂井田栄二（都スポーツ振興課スポーツ担当係長）
澤登貞行（都体指協会長）

10/22 田無市役所会議室（67名）

テーマ【学校週５日制と体育指導委員の役割】

テーマ

テーマ【高齢化社会と体育指導委員のかかわり】

事例発表【スポレク渋谷'96への取組み】
大沢俊治（渋谷区体指会副委員長）

グループ討議
第一分科会【学校週５日制をふまえて、青少年スポーツ活動をどのようにしたら良いのか】
＜感想発表市＞（武蔵野市）
第二分科会【各市の体育指導委員会との交流を行いながらの事業運営について
、どのようにしたらよいのか】 ＜感想発表市＞（三鷹市）
第三分科会【魅力ある社会体育事業の企画・運営は、どのようにしたらよいのか】
＜感想発表市＞（府中市）
第四分科会【学校週５日制をふまえて、青少年スポーツ活動をどのようにしたら良いのか】
＜感想発表市＞（調布市）
第五分科会【各市の体育指導委員会との交流を行いながらの事業運営について、
どのようにしたらよいのか】 ＜感想発表市＞（小金井市）
第六分科会【魅力ある社会体育事業の企画・運営は、どのようにしたらよいのか】
＜感想発表市＞（国分寺市）
全体会
9/6 小平市中央会館（79名）

講演【健康で豊かな市民生活を目指して・・・・・・中高年齢層のスポーツ活動の推進について】
大鋸 順（電気通信大学教授）

テーマ

10/4 大田区産業プラザ・コンベンションホール（134名）

テーマ【地域へ出て・伝えて・実践する体指導を目ざして】

講評 澤登貞行（都体指協会長）

講義と実技【「スポーツ整体」と「自己整体」】
佐藤 彰（東京都造形大学助教授）

7/23 調布市役所（113名）

9/28 こどもの城研修会議室（渋谷区）（104名）

テーマ【地域活動に求められる体指の役割について模索する】

テーマ【体育指導委員の役割と研修について】
第
８
ブ
ロ

全体会【研修についての意見交換と各区の近況報告】
大山光洋（文京区体指会副会長）
平野 譲（北区体指会副会長）
山口利昭（荒川区体指会地域部長）
永井文雄（台東区体指協書記）

9/6 杉並区立社会教育センター（131名）

9/9 多摩市総合体育館（82名）

講演【地域スポーツの振興と体指・行政の役割分担について】
佐藤鐵太郎（東京体育館事業課長）
事例発表
【体育推進員制度と体育指導委員とのかかわり】 大谷恵美子（武蔵村山市体指）
【体育指導委員活動を振り返って】 中根信子（昭島市体指）
【21世紀に向けて私達体育指導委員は何を為すべきか、何を為しうるか】
時田富士子（国立市体指）
【立川市における体育指導委員の活動方法】 工藤邦彦（立川市体指）
【若年層へのアプローチ・３ on ３大会開催に向けて】
榎並隆博（東大和市体指）
講評
坂井田栄二（多摩スポーツ会館事業普及係長）

講義【予防と治療のテーピング】
実技【正しいテープの使用方法の実践】
川田隆幸（キネシオテーピング協会）

テーマ【体育指導委員自身のボランティア活動について】

9/17 稲城市総合体育館（84名）

9/17 東大和市奈良橋市民センター（75名）

テーマ【運動障害の予防と対応】

9/21 板橋区立産文ホール文化会館（121名）

事例発表
【スポーツへのきっかけ作りと体育指導委員の役割】 籾山 功（江戸川区）
【スポーツへのきっかけづくりと体育指導委員の役割】 田中重夫（江東区）
【スポーツのきっかけ作りと体育指導委員の役割】
永吉寛志（足立区）
【余暇時間の増大と体育指導委員の役割を再考する
～スポーツへのきっかけ作りと体育指導委員の役割～】小栗早苗（墨田区）
【余暇時間の増大と体育指導委員の役割～スポーツ参加へのキッカケ作り～】
中村静枝（葛飾区）
講演【健康と運動について】
栗山節郎（スポーツ医／オリンピック日本チームドクター）

講評
林辺 浩（都多摩教育事務所西多摩支所社会教育係長）

9/13 台東区リバーサイドスポーツセンター（105名）

伯耆原（荒川区体指）

全体会
①「実技研修についての感想、提案、質疑等を含めた意見交換」
②「ニュースポーツやテーマに関する各区の事例発表」
依田越男（台東区体指協研修副委員長）
星 多津子（文京区体指会）
平野 譲（北区体指会副会長）
石井義久（荒川区体指会副会長）
講評
久保節紀（都スポーツ振興課スポーツ担当係長） 澤登貞行（都体指協会長）

テーマ【「住民ニーズに基づいた事業展開」～イベント実施における体育指導委艮
事例発表【障害者スポーツとボランティア活動】
のコーディネート～】
山上武治（板橋区体指／(社)板橋区社会福祉協議会職員）

テーマ【スポーツヘのきっかけ作りと体育指導委員の役割】

講演【ウォーキング・エクササイズ ～あなたはスポーツ指導者としての姿をしていますか～】
山木健司（元・府中市教育委員会体育課体育指導係長）

講評
青木政人（都スポーツ振興課スポーツ振興係長）
澤登貞行（都体指協会長）

9/9 練馬区役所大会議室（172名）

事例発表
【余暇時間増大と体育指導委員の役割～家族で楽しむスポーツと体育指導委員～】
鈴木光男（葛飾区）
【家族で楽しむスポーツと体育指導委員の役割】 永山典子（江戸川区育成部長）
【家族で楽しむスポーツと体育指導委員の役割】 石渕龍雄（江東区）
【身体障害者とスポーツにおける体指の役割】
原田恵美子（足立区広報部）
【家族で楽しむスポーツと体育指導委員の役割～「親と子のふれ合いと自立」を求めて～】
浅野長久（墨田区）
講演【足と健康】
宮内陶冶

活動記録発表【日常生活の中のスポーツ ～五日市町体育指導委員の活動～】
岸 義男（五日市町体指）

分科会
経験年数別の８分科会
＜助言者＞（都体指協役員８名）

講演【高齢化社会と体育指導委員のかかわり】
鈴木知幸（都体育部副参事）

テーマ【家族で楽しむスポーツと体育指導委員の役割】

テーマ【日常常生活の中のスポーツ】

9/14 荒川総合スポーツセンター（93名）

全体会
各区発表（行政／体指）
＜司会＞阿部正幸（新宿区体指協副会長）

研究発表【余暇時間の増大に伴う地域活動への体育指導委員の関わりについて】 第１分科会【事業の企画のノウハウ】
山崎 勉（世田谷区体指）
＜助言者＞祖父江敏記（品川区）
第２分科会【事業における人材の活用・確保】
講演【余暇時間の増大に伴う地域活動への体育指導委員の役割を再考する】
＜助言者＞鈴木隆広（駒沢オリンピック公園総合運動場事業普及係長）
八谷千衛（国立中央青年の家 主任専門職員）
第３分科会【事業のPR方法】
＜助言者＞佐藤智彦
第４分科会【事業における体指の関わり・役割】
＜助言者＞田中 豊（渋谷区）

9/2 かつしかシンフォニーヒルズ（154名）

研究発表【生涯スポーツの普及と体育指導委員のかかわり】
【生涯スポーツの普及と体育指導委員のかかわり】 齋藤悦子（多摩市）
【生涯スポーツの普及について】
林 泰男（八王子市）
【生涯スポーツの普及と体育指導委員のかかわり】 松田瑞江（町田市）
【生涯スポーツの普及と体育指導委員のかかわり】 真崎信幸（日野市）
【地域の体育振興会活動と生涯スポーツ】
島 啓子（稲城市）

講評
久保節紀（都スポーツ振興課スポーツ担当係長）
澤登貞行（都体指協会長）

実技研修【タオルでキャッチ】
講義【アイシング】
平城公子（(株)スポーツケアジャパン チーフスポーツコーディネーター）

10/29 すみだリバーサイドホール（129名）

テーマ【生涯スポーツの普及と体育指導委員のかかわり】
第
６
ブ
ロ

講演【地域スポーツのあり方～スポーツ諸雑件～】
渡辺謙太郎（元ＴＢＳスポーツキャスター／(株)メディアスタッフ代表取締役）

テーマ【区民の求めるニュースポーツを考える】

テーマ【具体的な活動の方策と問題点】
第
4
ブ
ロ

テーマ【体指と行政の協力体制の確立】
テーマ【体育指導委員によるニュースポーツ普及活動の事情と問題点】

テーマ【効果的なアフターケア～アイシング～】

テーマ【体育指導委員と品川区スポーツ・レクリエーション推進委員会との関わり】
事例報告【体育指導委員と品川区スポーツ・レクリエーション推進委員会との関わり】
島本光男（品川区体指会副会長）

1997年
1,118名
7/12 新宿区大久保スポーツプラザ（121名）

実技研修【ダーツ】
石原愛子（ダーツ普及指導員／(株)アシックスより派遣）

講評
鈴木知幸（都スポーツ振興課課長補佐）

開催場所

1996年
1,097名
7/7 千代田区立総合体育館（117名）

講演【余暇時間の増大と体育指導委員の役割を考える ～学校週５日制と体育指導委員の役割～】
鈴木知幸（都スポーツ振興課課長補佐）
事例発表
【八丈町立大賀郷中学校のクラブ活動について】 松代茂仁（八丈町体指）
【八丈町体育指導委員の活動について】 浅沼明美（八丈町体指）
スポーツ実技
【ビーチボールバレー】 【ミニソフトバレーボール】 【ラケットテニス】 【ミニテニス】

グループ討議
１班＜司会＞西宮 忠（武蔵野市）
２班＜司会＞西方良哉（三鷹市）
３班＜司会＞鴨下英夫（小金井市）
４班＜司会＞中村恭俊（府中市）
５班＜司会＞浅田 靖（調布市）
６班＜司会＞池田悦雄（狛江市）
講評
坂井田栄二（都スポーツ振興課スポーツ担当係長）
澤登貞行（都体指協会長）
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開催年

1998年

参加者合計
開催場所

1999年

1,056名
7/11 中央区役所（115名）

2000年

1,081名
7/10 港区役所9階会議室・区立御成門小学校体育館（103名）

1,061名
7/2 千代田区立昌平小学校体育館・屋上校庭・多目的ホール（124名）

テーマ【地域振興と体指のかかわり】

テーマ【地域住民のスポーツニーズに応える体指の活動】

講演【これからの地域スポーツと体指の役割～都市型の総合型地域スポーツクラブの課題～】
鈴木知幸（東京都教育庁体育部主任社会教育主事）

講演【都心部の複合施設と地域のスポーツニーズに応える体指の活動】
土屋十三（昌平小学校校長）

実技研修【港区版ソフトミニサッカー】
綿引 敏（港区体指協副会長）

実技研修【フットサル】
金沢 誠（駒沢ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ公園総合運動場社会教育主事）

9/11 北区滝野川体育館防災センター（130名）

9/9 荒川総合スポーツセンター（101名）

2001年
1,129名
7/7 新宿コズミックセンター（119名）

テーマ【生涯スポーツの新たな幕開け】
第
１
ブ
ロ

テーマ【これからの住民のニーズはどうなっていくのか、それに対して体指はどう関わっていくの
か】
分科会
経験年数別に６分科会
テーマ
全体会

ッ
ク

講評
鈴木知幸（都スポーツ振興課副参事）
澤登貞行（都体指協会長）

開催場所

9/12 文京区茗台区民プラザ／茗台中プール／茗台生涯学習館（85名）

講演【総合型地域スポーツクラブの実現に向けての体育指導委員の役割】
柳澤和雄（筑波大学助教授）
第1分科会【学校教育と地域スポーツの関わりについて】
＜助言者＞深瀬茂夫（都体指役員）
第２分科会【生涯スポーツとして部活動のあり方について】
＜助言者＞田制 誠（都体指役員）
第３分科会【学校週５日制への対応について】
＜助言者＞匂坂直康（都体指役員）
第４分科会【学校施設開放との関わりについて】
＜助言者＞浅野長久（都体指役員）
第５分科会【地域スポーツ指導者の活用について】
＜助言者＞早崎雄二（都体指役員）

9/8 台東リバーサイド（117名）
テーマ【台東区における総合型地域スポーツクラブの育成と体指の役割】

第
２
ブ
ロ

テーマ【体育指導活動における事故その時の状況は】

テーマ【少子高齢社会と体育指導委員の果たす役割】
講演【少子高齢社会と体育指導委員の果たす役割】
水上和夫（武蔵丘短期大学教授／みんなのスポーツ編集長）
テーマ

ッ
ク

実技講習【着衣水泳】 遠藤 誠（文京区幹事）他６名
全体会【各区の現状報告及び感想】
依田越夫（台東区） 直井義治（北区） 小山 博（荒川区） 小沢 喜美代（文京区）
講評 久保節紀（都スポーツ振興課スポーツ担当係長）

開催場所

澤登貞行（都体指協会長）

9/26 目黒区民センター（126名）

テーマ【地域におけるコーディネーター的役割をどう展開するか】
第
３
ブ
ロ

講演【変動する社会環境と体育指導委員の役割】
柳澤和雄（筑波大学助教授）
テーマ

ッ
ク

開催場所

第
4
ブ
ロ

テーマ

ッ
ク

分科会
【生涯学習社会におけるスポーツ事業のプランニング】
【学校週５日制と学校開放の展開】
【生活に根ざした総合型地域スポーツクラブの育成】
【体育指導委員の組織化と他組織との連携促進】
講評 浅野豊海（都スポーツ振興課スポーツ担当係長）

テーマ

ッ
ク

全体会【】
＜司会＞堀口福太郎（足立区体指会副会長）
講評
青木政人（都スポーツ振興課スポーツ振興係長）

開催場所

テーマ【総合型地域スポーツクラプ実現に向けて】
事例発表
【まちづくりと地域コミュニティーの充実を目権して】
【総合型スポーツクラプ実現への第一歩として】
【世田谷区における現状と今後の展望】

9/19 日野市役所（86名）

分科会Ⅰ【学校週５日制に伴う青少年への対応】
分科会Ⅱ【高齢者への対応】
分科会Ⅲ【障害者への対応】
分科会Ⅳ【各区の実技紹介】
「フライングディスク」（杉並区）
「ユニバーサルホッケー」（中野区）
「ディスクビンゴ」（豊島区）
「ふるさと板橋体操」（板橋区）
「スポーツチャンバラ」（練馬区）
10/23 すみだ生涯学習センター（118名）

テーマ【21世紀に向け行政として体指に何を期待し、どのような活動を求めるのか】
テーマ

ッ
ク

講演【21世紀に向けてのスポーツ振興課題と体育指導委員への期待】
鈴木知幸（都スポーツ振興課副参事（主任社会教育主事））
講演【都体指としての方向性について】
澤登貞行（都体指協会長）

10/24 羽村市コミュニティセンター（107名）

10/6 渋谷区スポーツセンター（118名）
テーマ【「生涯スポーツの新たな幕開け」～総合型地域スポーツクラブ設立に向けて
の体指の役割～】

9/22 板橋区立文化会館（129名）

テーマ【総合型地域スポーツの育成と体育指導委員の役割】

テーマ【生涯スポーツの新たな幕開け】

講演【総合型地域スポーツの育成と体育指導委員の役割】
柳沢和雄（筑波大学科学系助教授）
シンポジューム
＜司会＞
佐々木義雄（練馬区教育委員会社会教育主事）
＜助言者＞
柳沢和雄（筑波大学科学系助教授）
＜登壇者＞
西倉正治／大友邦光（豊島区）
小松淳夫（品川区教育委員会学習振興課主査）
数馬田 惟（練馬区）

シンポジウム【総合型地域スポーツクラブと体指の役割】
「総合型地域スポーツクラブの現状」
「体育指導委員と総合型地域スポーツクラブ」
＜コーディネーター＞
鈴木知幸（都体育部主任社会教育主事）
＜パネリスト＞
木村和彦（早稲田大学人間科学部教授）
間野義之（東京学芸大学非常勤講師）
（アンケートを元にした各区の発表）

10/21 かつしかシンホニーヒルズ（121名）

9/22 江戸川総合区民ホール（152名）

講評

鈴木知幸（前掲）

テーマ【ブロックにおける効果的な体指活動】

各区事例発表
【チャレンジウォーキング】
染野忠郎（葛飾区体指）
【少子・高齢化と地域における体指の活動】
小宮眞由美（江戸川区体指）
【ニュースポーツ遊園地について】
長谷川 威（江東区体指）
【体育指導委員のあり方～地域にかかわるもの～】
原島久武（足立区体指）
【ちょっと楽しいスポーツ教室】
飯田邦雄（墨田区体指）

テーマ【地域住民のスボーツニーズに応える体指の活動】
第一分科会【体指と学校開放の関わりについて】
第二分科会【中学校部活動における外部指導員のありかた】
第三分科会【地域におけるスポーツニーズをどう知るか】

事例発表
【区民のスポーツ活動をサポートする江東体指】
（江東区）
【「ファミリーキャンプイン榛名」のとりくみ】
（墨田区）
【少子化及び高齢化へのスポーツ活動推進での体指の役割】
（葛飾区）
【効果的な体指活動への提案】
（足立区）
【健康・文化都市江戸川の建設推進に係わる体指活動】
（江戸川区）
講演【真夜中のキャッチボール】
宇田川清江（NHKラジオ深夜便）

講演【これからのスポーツ】
森 武（早稲田大学教授）

講評
坂井田栄二（都スポーツ振興課課長補佐兼振興係長）

施設見学【プラネタリウム】

9/18 稲城市総合体育館ﾐｰﾃﾝｸﾞルーム／メインアリーナ（74名）

9/9 財団法人多摩市文化振興財団パルテノン多摩（88名）

テーマ【地域住民のスポーツニーズに応える体指の活動】

事例発表
鈴木義光（多摩市体指）
小島義雄（八王子市体指）
益井洋子（町田市体指）
仁田陽一（日野市体指）
三村美代子（稲城市体指）
＜講評＞青木政人（都スポーツ振興課スポーツ振興係長）

基調講演【体育指導委員の地域活動とその留意点～現代人のからだの持
つ事故潜在要因と指導者・プレーヤー相互の安全配慮、責任】
日野一男（実践女子短期大学主任教授）
講演【スポーツ・レクリエーション活動を通じた体指の活動】
福澤文雄（都スポーツ振興課スポーツ担当係長）
情報提供【地域における体育指導委員活動充実について】
河野敦子（都体指協副会長）

実技【ティーボール】
久保田孝司（日本ティーボール協会／東京都健康福祉スマイル連盟専務理事）

開催場所

研究発表【台東区における総合型地域スポーツクラブの育成と体指の役割】
永井文雄／綿引桂子（台東区）
パネルディスカッション【各区の研究発表を兼ねて】
＜コーディネーター＞ 吉野清矩（台東区）
＜パネラー＞
小金井 寛（足立区会長） 井上充代（文京区） 室 弘志（北区）
仁平安子（荒川区）
講評 深瀬茂夫（都体指協会長）

11/11 練馬区役所本庁舎地下多目的会議室（125名）

テーマ【少子･高齢化社会と地域における体指の活動】

テーマ【生涯スポーツとしてのニュースポーツの取組み方について】
第
６
ブ
ロ

基調講演【総合型地域スポーツクラブの育成と体指の役割】
佐々木義雄（練馬区スポーツ振興課主査／社会教育主事）

全体会【渋谷区の現状について】 森田幸一郎（渋谷区研修企画部部長）
第１分科会【地域スポーツのビジョン・夢を語ろう】
＜助言者＞佐藤智彦（目黒区スポーツ振興課社会教育主事補）
第２分科会【総合型地域スポーツクラブのここに期待する】
＜助言者＞小松淳夫（品川区生涯学習課スポーツ係主査）
第３分科会【総合型地域スポーツクラブ設立に向けての仕掛け方】
講演【スポーツ人口を増やすために～総合型地域スポーツクラブは機能す
＜助言者＞田中 豊（渋谷区社会体育課社会教育主事）
るのか～】
第４分科会【総合型地域スポーツクラブのここが課題】
師岡文男（上智大学文学部教授）
＜助言者＞山中昌彦（渋谷区社会体育課社会教育主事）
まとめ 角田真司（都スポーツ振興課次席） 小松淳夫（前掲）

講演【総合型地域スポーツクラブ設立への条件と課題】
佐々木義雄（練馬区教育委員会社会教育主事）

講演【総合型地域スポーツクラブ設立に向けた体育指導委員の活動】
角田真司（都体育部スポーツ振興課主任）

第1分科会【学校のスポーツ活動の支援体制づくり】
＜司会＞新目忠俊
第２分科会【家庭生活の充実】
＜司会＞小川芙美子
第３分科会【地域におけるスポーツ活動の推進】
＜司会＞清水 毅
第４分科会【スポーツに参加出来にくい人のスポーツ活動への推進】
＜司会＞武内啓友

実技研修【ハンドサッカー】

研究発表
【品川区スポ・レク推進委員会の現状と課題】
【子供を取り巻く環境】 島本光男（品川区体指会副会長）
【総合型地域スポーツクラブへの取り組み】 中野竹男（品川区体指）
各区調査報告 照井英里子（品川区体指）

テーマ【地域スポーツに関する諸問題に体育指導委員がどう関わってゆくか】

テーマ【区民に期待される体育指導委員とは】

事例発表
参加4区事例発表

テーマ【総合型地域スポーツクラブ～実現への第一歩】

9/4 中野区立勤労福祉会館（125名）

青木政人（都スポーツ振興課スポーツ振興係長）

【小･中学校週５日制開始に伴い、体育指導委員に何が出来るか】

9/9 世田谷区民会館集会室（127名）

事例（研究）発表
【豊島区における障害者スポーツの現状について】 木津美佳（豊島区体指）
【青少年のスポーツについて】
日比 久（中野区） 佐藤志津子／永井邦夫（杉並区）
下田賢司（板橋区） 阿久津征子（練馬区） 西倉正治（豊島区）

10/24 足立区庁舎（157名）

テーマ【地域住民のスポーツニーズに応える体指の活動】

9/25 品川区立中小企業センター（137名）

テーマ【保健体育審議会の答申から体育指導委員の役割を考える】

講評

第
５
ブ
ロ

実技体験【スポーツにおける高齢者疑似体験～高齢者疑似体験装具を使ったスポーツ教室～】
小林京子（長寿社会文化協会）
浅川明子（長寿社会文化協会）
岡部直美（長寿社会文化協会）
中野雅子（長寿社会文化協会）

9/26 豊島区立公会堂（113名）

講演【保健体育審議会の答申から体育指導委員の役割を考える～事例（研究）発表を聞いて～】
八代 勉（筑波大学教授）

開催場所

事例講義【体育指導における事故の状況と責任の所在について各区事例説明と講師による基礎
的な刑事･民事法説明】
古西信夫（立正大学法学部教授）

10/23 福生市民会館小ホール（109名）

10/21 福生市民会館小ホール（あきる野市担当）（105名）

9/8 八王子市民体育館（103名）

テーマ【地域住民のスポーツニーズに応える体指の役割】
基調講演【地域住民のスポーツニーズに応える体指の役割】
苅谷春郎（法政大学教授／陸上競技部部長）
基調講演【東京都における総合型地域スポーツクラブの現状と取り組み】
坂井田栄二（都スポーツ振興課課長補佐兼振興係長）
基調講演【都体指における総合型地域スポーツクラブの現状と取り組み】
中井 嶷（都体指協副会長）
実技研修【ネオテニス】

10/20 青梅市総合体育館（105名）

テーマ【地域特性を生かし、新しい時代にいい汗を求めて】
第
７
ブ
ロ

テーマ【地域における今後の体育指導委員活動の展望】

テーマ

ッ
ク

開催場所

第
８
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ッ
ク

テーマ

開催場所

第
９
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ロ

ッ
ク

講演【地域特性を生かした体育・スポーツの経営】
中村 平（東京女子体育大学教授）
パネルディスカッション
＜司会＞ 島田 弘（羽村市）
＜助言者＞ 中村 平（前掲）
＜パネラー＞
高野 明（青梅市） 加藤 明（福生市） 糟谷武彦（あきる野市）
牧野壽義（瑞穂町） 福島一則（日の出町） 野口九太郎（檜原村）
屋冨祖 弘（奥多摩町） 新島二三彦（羽村市）
講評 野地俊夫（都体指協副会長）

9/26 立川市女性総合センター・アイム（69名）
テーマ【地域活動に求められる体指の役割について】
事例発表
【地域活動に求められる体指の役割について】 三神敏夫（東大和市体指）
【草の根スポーツの推進者達～体育推進員の活動について～】
加瀬健吉（武蔵村山市体指）
【地域活動に求められる体指の役割について】 稲垣米子（昭島市体指）
【地域活動に求められる体指の役割について】 塩野啓子（国立市体指）
【地域活動に求められる体指の役割について～富士見町体育会では～】
高橋 昭（立川市体指）
第1分科会【少子化の傾向に伴うスポーツ活動について】
第２分科会【高齢化の傾向に伴うスポーツ活動について】
第３分科会【中学校課外クラブに対する社会体育指導者の関わり方について】
全体のまとめ 大野木 隆（立川市教育委員会体育課長）
講評 菊地和則（都スポーツ振興課長）
7/18 武蔵野市役所（106名）

テーマ【各市の体育指導委員活動と将来展望】

テーマ

分科会
６分科会を設け、一市が活動発表、一市が感想発表
「体指活動の中で、どのようにニュースポーツを広めていけば良いか」
「体指はどのような人達を主な対象にして事業を企画していけば良いか」
等について話し合い共有
講評
久保節紀（都スポーツ振興課スポーツ担当係長）

開催場所

第
1
0
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ロ

テーマ【21世紀に向けて各世代層を対象とした生涯スポーツカリキュラムを考える】

テーマ

開催場所

ッ
ク

第１分科会【体育指導委員の選出と活動】 ＜助言者＞野地俊夫（都体指協副会長）
第２分科会【学校週5日制における体指の役割】
＜助言者＞青木政人（（都スポーツ振興課スポーツ振興係長）
第３分科会【体育指導委員の悩み】
＜助言者＞櫻井智野風（前掲）
講評 野地俊夫（前掲）

9/18 東大和市役所会議棟（68名）

テーマ【地域住民のスポーツニーズに応える体指の活動】
講演【地域住民のスポーツニーズに応える体指の活動】
小林昌仁（日本ウォーキング協会）

テーマ

実技【ニュースポーツ】
リズムストレッチ
キンボール
ビーチドッヂ
ディスケット

9/9 武蔵村山市中部地区会館・市役所4階大集会室（61名）

9/8 昭島市役所（79名）
テーマ【生涯スポーツの新たな幕開け】

テーマ【高齢者･障害者･子供たちがスポーツを親しむための体育指導委員の役割について】
第１分科会【高齢者がスポーツを楽しむための体育指導委員の役割】
＜アドバイザー＞田制 誠（都体指協企画総務副委員長）
第２分科会【障害者がスポーツを楽しむための体育指導委員の役割】
＜アドバイザー＞佐藤志津子（都体指協女性副委員長）
第３分科会【子供達がスポーツを楽しむための体育指導委員の役割】
＜アドバイザー＞西方良哉（都体指協情報副委員長）

テーマ【４分科会別にテーマを設け意見交換】
分科会Ⅰ【総合型スポーツクラブの育成への取り組み】
分科会Ⅱ【地域における体指の活動方法と役割】
分科会Ⅲ【第8ブロック体指の活動と連携･推進方法】
分科会Ⅳ【街づくりにおける体指のかかわり方と役割】

講評
都スポーツ振興課スポーツ担当係長

講演【総合型地域スポーツクラブの育成と体指の役割】
早乙女正弘（練馬区体指会会長）
実技研修【地域住民のスポーツニーズに応える体指の活動】
降駒春徳（全国キネシオ・テーピング協会指導員）
全体のまとめ
森谷順蔵（昭島市教育委員会生涯学習部長）
講評
鈴木隆広（(財)東京都生涯学習文化財団多摩スポーツ会館サービス係長）

7/10 三鷹市公会堂別館第七会議室他（116名）

9/30 府中市役所北庁舎会議室（118名）

テーマ【新しい時代と環境に体育指導委員はどのように対応出来るか】
＜全体会＞
講演１【スポーツ振興法改正に伴う体指の位置づけについて】 柳澤和雄（筑波大学助教授）
講演２【総合型地域スポーツクラブと体指の関わりについて】 水上博司（三重大学助教授）
講演３【子供とスポーツについて】
木村和彦 （早稲田大学助教授）
＜分科会＞
第一分科会【スポーツ振興法改正に伴う体指の位置づけについて】
＜助言者＞柳澤和雄（筑波大学助教授）
第二分科会【総合型地域スポーツクラブと体指の関わりについて】
＜助言者＞水上博司（三重大学助教授）
第三分科会【子供とスポーツについて】
＜助言者＞木村和彦 （早稲田大学助教授）
講評 青木政人（都スポーツ振興課スポーツ振興係長） 澤登貞行（都体指協会長）

9/25 東村山市民スポーツセンター（77名）

7/14 調布市文化会館（たづくり）（110名）

テーマ【総合型地域スポーツクラブの育成と体指の役割】
テーマ【総合型地域スポーツの育成と体育指導委員の役割】
基調講演【スポーツ文化の現在】
鈴木 守（上智大学教授）

基調講演【生涯スポーツの新たな幕開け】
花原 勉（日本体育大学教授／東京オリンピック グレコローマンレスリング競技フラ
イ級優勝）

パネルディスカッション
【学校週5日制】
【障害者スポーツにおけるノーマライゼーション】
【総合型スポーツクラブ】

各市の発表【総合型地域スポーツクラブの各市の取り組み状況計画について】
深瀬茂夫（国分寺市） 比留間一麿（府中市） 田中和男（小金井市）
高瀬亘子（武蔵野市） 森田義彦（三鷹市） 池田悦男（狛江市）
中野 建（調布市）
講評
福澤文雄（都スポーツ振興課係長）

9/30 田無市役所５階会議室（72名）

9/1 東久留米市スポーツセンター（76名）
テーマ【地域住民のスポーツニーズに応える体指の活動】

テーマ【地域住民のスポーツニーズに応える体指の活動】

分科会（各分科会、一市が議長、一市が感想報告）
Ａ分科会【小・中学生対象】
Ｂ分科会【高校生～40歳未満対象】
Ｃ分科会【４０歳以上対象】
研究協議報告
講評 青木政人（都スポーツ振興課振興係長） 深瀬茂夫（都体指協副会長）

＜競技体験研究協議＞
モデル競技（テニスバット）の対象者別の普及を研究協議
【小中学生】
【若年層高校生～40歳未満】
【中年層40歳以上～65歳未満】
【高齢者65歳以上】
＜研究協議発表報告＞
講評
浅野豊海（都スポーツ振興課スポーツ振興係長） 野地俊夫（都体指協副会長）

10/18 八丈町役場／大賀郷公民館（22名）

6/5 新島村21クリエートセンター（24名）

11/11 神津島村金長運動公園（19名）

テーマ【島嶼地域における自然体験活動と体指の役割】

テーマ【地域におけるスポーツ指導者の資質向上について】

講演【自然と友達になろう】
浦田憲二（武蔵丘短期大学助教授）

講演【島嶼におけるスポーツ指導者の活動環境を考える】
鈴木知幸（東京都教育庁体育部主任社会教育主事）

事例発表【島嶼地域における自然体験活動と体指の役割】
奥山 隆（八丈町体指）

事例発表 前田寿夫（新島町体指・会長）
研究協議【各地域におけるスポーツ振興事業の現状と体指の活動状況】
実技講習【効果的なウオーミングアップとクーリングダウンの実際】
櫻井智野風（東京都立大学大学院理学研究科生物学専攻身体生理情報研究室助手／(財)日
本陸上競技連盟強化委員）

実技講習【ネイチャーゲーム／テント設営】
浦田憲二（武蔵丘短期大学助教授）

講演【総合型地域スポーツクラブと体指の関わり】
坂井田栄二（都スポーツ振興課課長補佐兼振興係長）

実技【ウォーキング】
小林昌仁（日本ウォーキング協会）

テーマ【地域生涯スポーツ振興を推進するためのプログラムサービスを考える】

ッ
ク
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9/12 清瀬市下宿地域市民センター（70名）

テーマ【地域住民のスポーツニーズに応える体指の役割】

講演【中･高年のスポーツ障害の現状と防止～ウォーミングアップとクーリングダウンの必要性～】
櫻井智野風（東京都立大学大学院理学研究科）

＜講演＞
大竹弘和（新宿区教育委員会社会教育主事）
＜講師との助言・情報交換・質疑応答＞
（各地代表）

競技体験【ニュースポーツ5種目】
ミニテニス ユニカール スカットボール ソフトバレーボール
ラージボール卓球
研究協議会（５グループ毎に競技体験を基に研究協議）
研究協議報告
【５種目のニュースポーツを体験して（参加型）】
【市民に広げるためには（運営）（組織化）（展開）】
【総合型地域スポーツクラブ立ち上げのヒント（イメージ）】
講評 松崎真理子（都スポーツ振興課スポーツ担当係長）
深瀬茂夫（都体指協会長）
7/7 大島町・開発総合センター（21名）
テーマ【生涯スポーツの新たな幕開け】

テーマ【地域におけるスポーツ指導者の資質向上について】
講演【サッカー指導上の留意点】
福井 哲（東京フットボールクラプ㈱育成部副部長ユースデレクター）
講演【傷害予防と事故防止】
鈴未知幸（都体育部主任社会教育主事）

8 ページ

講義【新たなる体育指導委員・役割と使命】
河野敦子（都体指協副会長）
講義【「生涯スポーツの新たな幕開け」～地域スポーツクラブ社会を目指して～】
福澤文雄（都スポーツ振興課スポーツ担当係長）
実技【プール及び海浜における救助法とファーストエイド】
野村嘉之（(株)カワサキスポーツサービススイミングクラブコーチ）

広域地区別研修会

9

開催年

2002年

参加者合計
開催場所

1,100名
7/6 中央区役所／中央会館（115名）

2003年

2004年

938名＋１ブロック
7/5 港区スポーツセンター（名）

1,078名
7/4 千代田区立総合体育館（120名）

テーマ【総合型地域スポーツクラブをどう考えるか】
【学校週５日制に体育指導委員はどうかかわっていくか】
第
１
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ロ

テーマ

ッ
ク

開催場所

第
２
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講演【総合型地域スポーツクラブについて】 小金井 寛（足立区会長）

開催場所

研究発表【文京区の総合型地域スポーツクラブを求めて】 山本正美（文京区）
研究発表
櫻井秋楽（北区副会長） 村井泰雄（荒川区副会長） 綿引桂子（台東区地域部長）
講評
福澤文雄（都教育庁生涯学習スポーツ部スポーツ振興課地域スポーツ担当係長）
河野敦子（都体指協副会長）

テーマ

ッ
ク

開催場所

講演【総合型地域スポーツクラブの育成と体指の役割】
南木恵一（富山県広域スポーツセンター専任クラブマネジャー）

講演【「学社融合の運動部活動を目指して】
講演【「スポーツの楽しさを伝える体指の役割」～遊び感覚で、本物のスポーツに
村上みな子（千代田区立一橋中学校校長）
つなげる～】
山西哲郎（群馬大学教育学部教授）
実技研究【スポーツ吹矢の基本実技とゲーム】
秋山洋子（千代田区体指協）
実技研修【キンボール】
前川久美子（港区体指協副会長）

9/13 北区・北とぴあ（109名）

9/11 サンパール荒川（92名）

テーマ【生涯スポーツの明日に向けて～地域スポーツクラブ設立に向けての現状と取り組み～】

テーマ【総合型地域スポーツクラブ設立に向けての取り組み】

第１分科会【地域スポーツクラブ普及のための周知について】 ＜座長＞恩田正己
第２分科会【ニュースポーツ等の普及について】
＜座長＞井川好子
第３分科会【地域スポーツクラブの現在と未来】
＜座長＞糸川公章

講評
坂井田栄二（都教育庁生涯学習スポーツ部スポーツ振興課長補佐兼競技スポーツ係長）
中井嶷（都体指協副会長）

各区現況報告【総合型地域スポーツクラブへの取り組み】
中野竹男（品川区） 月居利久（大田区） 山崎 勉（世田谷区）
森田幸一郎（渋谷区） 小原 章（目黒区）
基調講演【総合型地域スポーツクラブ設立に向けての体育指導委員の役割】
松澤淳子（NPO法人クラブネッツ副理事長）
実技等【各区が実践しているニュースポーツの紹介】
ショートテニス（世田谷区） グラウンドゴルフ（大田区） キンボール（品川区）
シャフルボード（渋谷区） フロッカー（目黒区）
講評 河野敦子（都体指協副会長）

9/28 杉並区立社会教育センター（セシオン杉並）（113名）

9/27 豊島区民センター（79名）

テーマ【まちづくりと体育指導委員の活動・役割】

テーマ【地域スポーツクラブの育成と体育指導委員の役割】

シンポジウム【まちづくりと体育指導委員の活動・役割】
＜コーディネーター＞
柳沢和雄（筑波大学体育科学系助教授）
＜パネリスト＞
【スポーツ・レクリエーションのあるまちづくりをめざして】
狩野悦夫（クラブしっきーず運営委員長）
【スポーツを楽しめる環境・スポーツを通じた地域コミュニケーションの活発化】
嶋村清一（習志野ベイサイドスポーツクラブ会長／秋津コミュニティ運営委員）

基調講演【地域スポーツクラブと体育指導委員の役割】
大竹弘和（日本体育大学非常勤講師）

9/21 江東区亀戸文化センター（173名）

9/20 足立区勤労福祉会館（綾瀬プルミエ）（163名）

9/10 世田谷区三茶しゃれなーどホール（121名）

テーマ【地域スポーツ振興における諸問題の解決方法を探る】

テーマ【地域スポーツクラブの創設と効果的な運営は地域の将来像を語りうるか】

各区現状報告
山崎 勉（世田谷区） 櫻井洋平（渋谷区） 津田尚孝（大田区）
小原 章（目黒区） 上田 孔（品川区）

事例発表
吉田昌司（渋谷区体指会）
山本英三（大田区体指協）
照井英里子（品川区体指会副会長）
澤井 翼（スポルテ目黒理事長）
今西一男（ようがコミュニティクラブ事務局長）
名川賢吾（東深沢スポーツ・文化クラブ副会長）

講演【総合型スポーツクラブの育成「地域スポーツとＦＣ東京」】
村林 裕（ＦＣ東京専務取締役）
分科会Ⅰ【地域スポーツと体育指導委員の役割】＜報告者＞渡辺政男
分科会Ⅱ【総合型地域スポーツクラブの展望】 ＜報告者＞笹原千穂子
分科会Ⅲ【体育指導委員の資質向上の取組】 ＜報告者＞飴本公子

講演【地域スポーツクラブの意義】
松尾哲矢（立教大学教授）

9/18 中野区立中野体育館（105名）

10/22 ホテルカデンツ光が丘（練馬区）（115名）
テーマ【総合型地域スポーツクラブの育成と体育指導委員の役割】

テーマ【地域スポーツ振興におけるこれからの体指に求められるもの】
講演【スポーツ活動と安全配慮～体の持つ事故潜在要因と指導者・管理者（使用
者）・プレーヤー相互の安全配慮～】
日野一男（実践女子短期大学教授）

各区発表【地域スポーツクラブと体育指導委員の昨年からの取り組み状況】
早乙女正弘（練馬区） 入江能子（杉並区） 三枝節夫（板橋区）
（中野区） （豊島区）

実技
【３on３バスケットボール】
【パドルテニス】

講評 大竹弘和（前掲）

テーマ

開催場所
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テーマ
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9/7 町田市立総合体育館（88名）

9/13 日野市立南平体育館／日野市立南平小学校体育館（98名）

講演【地域住民のスポーツニーズに応える体指の役割～今あるニーズと育てるニーズ～】
仲澤 眞（筑波大学体育科学系助教授）

10/19 奥多摩文化会館（112名）

テーマ【地域スポーツクラブの役割と体育の係わり方】

第１分科会【週５日制への対応】
＜司会者＞加藤 明（福生市）
第２分科会【総合型地域スポーツクラブへの実現に向けて】 ＜司会者＞新島二三彦（羽村市）
第３分科会【高齢者へのスポーツの取り組み】
＜司会者＞田制 誠（あきる野市）
全体会【各分科会の発表】
講評 松崎真理子（都教育庁体育部スポーツ振興課地域スポーツ担当係長）

9/7 国立市役所会議室（72名）

テーマ

テーマ

開催場所

10/18 檜原村・やすらぎの里・多目的ホール（99名）

テーマ【街づくりと体指の活動・役割】
＜活動記録発表＞【檜原村における体育指導委員の活動から】
幡野了子（檜原村体指）
＜講演＞【街づくりと体育指導委員の活動・役割】
松澤淳子（早稲田大学スポーツビジネス研究所客員研究員）

9/6 立川市女性総合センター「アイム」（69名）

7/13 小金井市公会堂大ホール（119名）

7/19 国分寺Ｌホール（112名）

テーマ【総合型地域スポーツクラブの育成と体指の役割】

テーマ【総合型地域スポーツクラブの取り組みと現状】

基調講演【スポーツは楽しいもの】
宇佐美彰朗（東海大学体育学部教授／日本トライアスロン連合会長／メキシコ・ミュンヘン・モントリオール
オリンピックマラソン代表選手）

基調講演【総合型地域スポーツクラブ育成と行政・体育指導委員の課題】
柳沢和雄（筑波大学体育科学系助教授）

各市の発表【総合型地域スポーツクラブ設立に向けての取組みと課題】
岡本公子（国分寺市副会長） 細川伯允（狛江市会長） 柳澤千賀子（武蔵野市事業部長）
鎌田博喜（三鷹市副会長） 緒方正幸（府中市事業部長） 小川時雄（調布市会長）
田中和男（小金井市会長）

発表【総合型地域スポーツクラブの取り組みと現状】
小川時雄（調布市会長） 細川伯允（狛江市会長）
和田明子（武蔵野市副委員長） 森田義彦（三鷹市会長）
植竹照雄（府中市会長） 天野晴雄（小金井市副会長）
深瀬茂夫（国分寺市会長）

講評

講評

福澤文雄（都教育庁体育部スポーツ振興課）

川崎建紘

講演【夢をひろげてみよう・・・体指が取り組む総合型地域スポーツクラブ】
田中 豊（渋谷区教育委員会社会教育主事）

9/3 テクノプラザかつしか（163名）

テーマ【地域住民に対する体指の役割】

講演【まちづくりと体育指導委員の役割・活動～いま、体指に期待されていること・健康づくり
講演【人間のルーツをたどって運動の意味を見出す～グレートジャーニーを通して
運動のリーダー～】
僕が感じたこと～】
武井正子（順天堂大学名誉教授）
関野吉晴（武蔵野美術大学教授／探検家）
第１分科会Ⅰ【地域におけるニュースポーツ普及の役割】
第２分科会【体指と地域スポーツクラブの関係】
第３分科会【高齢化社会における体指活動の工夫】
第４分科会【地域の組織（町会・学校・老人会・子供会等）へのアプローチ】

9/11 稲城中央公園総合体育館（78名）

テーマ【総合型地域スポーツクラブの効果的な運営と地域の将来像を語る】

10/16 日の出町立大久野中学校（108名）

講演【熱中症と水分補給（アミノ酸）】
小山田幸平（大塚製薬(株)）
講評
中村静枝（都体指協副会長）

9/10 多摩市立総合体育館（93名）

テーマ【地域住民のスポーツニーズに応える体指の役割】

河野敦子（都体指協副会長）

9/27 清瀬市下宿地域市民センター／下宿運動公園広場（73名）

10/22 瑞穂ビューパークスカイホール／瑞穂町民会館ホール（105名）

テーマ【少子高齢化社会を迎え、健康づくり又は体力づくりに関心の高い現在、誰 テーマ【総合型地域スポーツクラブの発足・育成と体指の役割】
でも、どこでも、一人でもできる健康づくりの紹介をする】
主管地活動事例報告
事例報告【日の出町体育指導委員会の活動】
石塚正治（瑞穂町事業運営部長） 尾作泰子（瑞穂町指導研修部長）
福島一則（日の出町体指会副会長）
吉田信幸（瑞穂町広報編集部）
小野佳信（瑞穂町ウォーキングプロジェクト）
講演【街づくりと体育指導委員の役割】
福澤文雄（(財東京都体育協会事業課長）
講演【総合型地域スポーツクラブの発足・育成と体指への期待】
実技研修【ニュースポーツ（アルファビクス）の紹介】
武井正子（順天堂大学名誉教授）
鈴木 泉（アルファビクス公認インストラクター）
実技研修【総合型地域スポーツクラブにおける各スポーツ競技のウォーミングアップ等につい
槙 晴美（アルファビクス公認インストラクター）
て】
古田裕子（早稲田大学オープン教育センター講師）

9/11東大和市役所会議棟（82名）

テーマ【総合型地域スポーツクラブの育成と体育指導委員の役割を探る】

講演【総合型地域スポーツクラブの育成と体指の役割】
テーマ【総合型地域スポーツクラブの育成と体指の役割について】
鈴木知幸（(財)東京都生涯学習文化財団・駒沢オリンピック公園総合運動場副所長）
第１分科会【体育指導委員が総合型地域スポーツクラブにどの様に関われるか】
＜議長＞（国立市）
講演【「スポーツ事業（活動）と安全配慮責任」～体の持つ事故潜在要因と指導
第２分科会【既存のクラブと総合型地域スポーツクラブの関わりについて】
＜議長＞（武蔵村山市） 者、プレーヤー（保護者）の安全配慮責任～】
第３分科会【新しく総合型地域スポーツクラブを育成するために解決すべき問題点】 ＜議長＞（東大和市）
日野一男（実践女子短期大学教授）
全体会【グループ討論の発表】
講評 坂井田栄二（都教育庁生涯学習スポーツ部スポーツ振興課課長補佐兼競技スポーツ係長）

9/1 小平市市民総合体育館（77名）

アンケート結果について

＜＞【地域スポーツクラブの役割と体育の係わり方～なぜ、今、地域スポーツクラ
講義講習【地域住民のスポーツニーズに応える体指の役割】
講演【総合型地域スポーツクラブの育成と体育指導委員の役割～その効果的な運
ブなのか？～】
時本識資（国士舘大学教授／NPO多摩ウェルネスセンター常任理事）
営と地域の将来像を語る～】
鈴木知幸（駒沢オリンピック公園総合運動場副所長／NPO法人スポーツ支援
伊倉晶子（ＮＰＯ法人クラブしっきーずクラブマネージャー）
首都圏ネットワーク事務局長）
実技講習【キンボール】
清水学（東京都キンボール連盟常務理事兼審判部長）
実技「フライングディスクの楽しみ方」
実技講習【ビーチボール】
多摩市体育指導委員

テーマ【生涯スポーツの新たな幕開け】

開催場所
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講演【スポーツとの出会い】
新井由可（釜山アジア大会クレー射撃団体銅メダリスト）

講演会【総合型地域スポーツクラブ「KITクラブ21」の設立と活動内容】
小金井寛（足立区体育指導委員会会長／舎人地区総合型地域スポーツクラブゼネラルマネージャー）

開催場所

ッ
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講演【パラリンピックにかける若者】
荒井秀樹（ソルトレークパラリンピック監督／江東区深川スポーツセンター所長）
新田佳浩（ソルトレークパラリンピッククロスカントリー銅メダリスト／筑波大学体育学部）

テーマ【街づくりと体指の活動・役割】

ッ
ク

第
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事例発表
【少ない自然の中で・・・】
小栗早苗（墨田区）
【ニュースポーツ（ラケットテニス）の普及活動を通して・・・】 山口利平（葛飾区）
【「ブロックにおける効果的な体指活動」～「共育・協働・安心への道」の実現に寄
与する体指～】
保坂美恵（江戸川区）
【「地域スポーツクラブ」づくりを目指して】 戸田紀美子（江東区）
【総合型地域スポーツクラブ設立に向けて】 角田 純（足立区）

実技講習【ウォーキング実践講座 健康作り編】
園原健弘（バルセロナ五輪50㎞競歩日本代表）

開催場所
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事例発表
【舎人地区『総合型地域スポーツクラブ』ＫＩＴクラブ21の設立経緯と今後の課題】
小金井寛（足立区）
【地域における特色ある体指活動】
宮城 勉（葛飾区）
【墨田区体育指導委員と区民との関わり方】 中村光一（墨田区）
【地域における特色ある体指活動】
保坂美惠（江戸川区）
【特色ある亀戸地域の体育指導委員活動】 山崎 積（江東区）

テーマ【地域住民のスポーツニーズに応える体指の役割】
テーマ

講演【もう一度考えてみよう・・・今、なぜ総合型地域スポーツクラブ？】
松尾哲矢（立教大学教授）

講評 中村静枝（都体指協副会長）
9/18 曳舟文化センター（墨田区）（115名）

テーマ【地域住民のスポーツニーズに応える体指の役割】

ッ
ク

9/10 台東区民会館（84名）

9/25 品川区役所第三庁舎講堂・会議室（130名）

テーマ【生涯スポーツ社会の充実に向けた豊かなスポーツ環境を目指して～地域における特色ある体指活動
～】
テーマ【地域住民のニーズに応えるためには！！】
第
５
ブ
ロ

＜分科会＞
第一分科会【「地域に根ざすクラブづくりと体指に求められるもの】
＜助言者＞山田和男（新宿区体指協副会長）
第二分科会【クラブ設立から自主運営まで】
＜助言者＞金子和子（新宿区体指協副会長）
第三分科会【総合型地域クラブの育成と行政の役割】
＜助言者＞福本 弘（新宿区体指協副会長）
総評 赤羽憲子（新宿区教育委員会生涯学習振興課長）

テーマ【「総合型地域スポーツクラブを創る～各地域（区）が目指す地域スポーツク テーマ【地域スポーツ振興におけるこれからの体育指導委員に求められるもの】
ラブの未来は・・・～】
テーマ【「総合型地域スポーツクラブ それから２年」～各地域（区）が目指す地域
各区活動状況報告
スポーツクラブ～】
情報交換【取り組み状況について各区から報告】
太田憲章（文京区） 土橋真寿美（北区） 三ツ山純子（荒川区）
木下邦子（台東区会計） 根本 修（文京区副会長） 久古次郎（北区会長）
台東区研究発表
実演【北区さくら体操】 槍田康子（北区健康福祉部健康施策担当副参事）
研究発表【総合型地域スポーツクラブを創る～川の手クラブ～】
【区民アンケート調査報告】 吉田一郎
村井泰雄（荒川区副会長） 三ッ山純子（荒川区副会長））
【田原小スポーツ開放校活動報告】 板垣康洋
研究発表 （荒川区） （台東区） （文京区） （北区）
各区感想発表・意見交換
【大正小スポーツ開放校活動報告】 中野佐智
＜コーディネーター＞
柳沢和雄（筑波大学体育科学系助教授）
講評 深瀬茂夫（都体指協会長）
紹介【荒川ころばん体操】 本多美子／三澤美鈴（荒川区）
講演と実技指導 宮畑 豊（トレーニングセンターサンプレイ代表）
講評 深瀬茂夫（都体指協会長）
講評
河野敦子（都体指協副会長）

9/27 めぐろパーシモンホール／目黒区立八雲体育館（126名）

全体会

開催場所

テーマ【総合型地域スポーツクラブの育成と体指の役割】
テーマ【遊び感覚を導入したスポーツと体指のかかわり】

9/28 大田区産業プラザビオ（136名）

テーマ

ッ
ク
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9/14 文京区民センター（76名）

テーマ【総合型地域スポーツクラブについて】

テーマ

ッ
ク

第
３
ブ
ロ

第1分科会【総合型地域スポーツクラブをどう考えるか】
第２分科会【総合型地域スポーツクラブをどう考えるか】
第３分科会【総合型地域スポーツクラブをどう考えるか】
第４分科会【学校週５日制に体育指導委員はどうかかわっていくか】
第５分科会【学校週５日制に体育指導委員はどうかかわっていくか】
第６分科会【学校週５日制に体育指導委員はどうかかわっていくか】
全体会
講評
福澤文雄（都教育庁生涯学習スポーツ部スポーツ振興課地域スポーツ担当係長）
深瀬茂夫（都体指協会長）

2005年
1,048名
7/9 新宿コズミックセンター（100名）

講演【総合型スポーツクラブって？】
工藤康宏（順天堂大学助手）
講演【既設総合型地域スポーツクラブの問題点と課題】
渡邊 孝（(財)日本バレーボール協会公認講師）
分科会
２分科会を設けた

9/3 武蔵村山市総合体育館（54名）

テーマ【地域住民のスポーツニーズに応える体育指導委員の役割を探る】
事例発表【武蔵村山市におけるキンボールの導入と体育指導委員の取り組み】
海野國生
講演【地域密着型総合型地域スポーツクラブ導入の一考察として「キンボール」の研究・体
験】
百瀬修至
実技体験【キンボール体験講習会及び実技指導】
小内清子／久保田智子（東京都キンボール連盟指導員）

9/25 狛江市民ホール（131名）

9/17 武蔵境スイングホール（武蔵野市担当）（132名）
テーマ【ニュースポーツ大会にいたるまでの1年間の流れ、各市におけるニュースポーツの取
り組みについて】 【人をどのように集めるか】
テーマ【街づくりと体指の役割・活動～地域スポーツ振興における諸問題の解決法 事例発表【「武蔵野市のニュースポーツ大会について】
を探る～】
「ニュースポーツ大会にいたるまでの1年間の流れ」 西宮 忠（委員長）
「ニュースポーツ大会の企画」 後藤典子（研修部委員）
基調講演【「街づくりと体指の役割・活動」～地域スポーツ振興における諸問題の解 「ニュースポーツ大会の周知」 江口幸子（総務広報部副部長）
決法を探る～】
「ニュースポーツ大会の運営」 平川克江（事業部副部長）
鈴木知幸（駒沢オリンピック公園総合運動場副所長）
各市発表
「ファミリースポーツデーからニュースポーツフェスティバルへの変遷」
発表【地域スポーツ振興における諸問題の解決法を探る】
照井達也（三鷹市副会長）
新井憲子（武蔵野市研究部長） 松浦良一（三鷹市副会長）
「府中におけるニュースポーツの取り組み」
髙橋弘蔵（府中市副会長）
植竹照雄（府中市会長） 小川時雄（調布市会長）
「ニュースポーツ大会の運営について」
中野建（調布市副会長）
中野昌子（小金井市研修部長） 深瀬茂夫（国分寺市会長）
「小金井市におけるニュースポーツ普及への取り組みと運営について」
栗山和美（狛江市青少年対象事業部会長）
佐野郁蔵（小金井市広報部長）
講評 鈴木知幸（前掲）
「国分寺市における企画を中心とした活動状況」 岡本公子（国分寺市副会長）
「狛江市における少年スポーツ振興の現状」
田村隆一（狛江市副会長）
講演【人をどのように集めるか？】
鈴木孝一（健康向上企画代表）
9/25 東村山市民スポーツセンター（57名）
9/17 西東京市西原総合教育施設（59名）

テーマ【地域住民のスポーツニーズに応える体指の役割】
第
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テーマ

ッ
ク

開催場所
第
1
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競技体験
＜実技指導＞ （日本フライングディスク協会指導員）
ディスク・ゴルフ アキュラシー ガッツ ドッヂビー
講演【仲間づくりから協会設立への道のり】
柴原 進（小平市バウンドテニス協会会長）
研究協議【仲間作り・組織作りの各市の事例紹介】
田口 栄（東村山市） 山田直美（東久留米市） 土屋テル子（清瀬市）
姉松かつ代（西東京市） 河野和昭（小平市）
講評
福澤文雄（都教育庁生涯学習スポーツ部スポーツ振興課地域スポーツ担当係長）
深瀬茂夫（都体指協会長）
10/19 八丈町立大賀郷中学校（19名）

テーマ【体育指導委員とスポーツのあり方について】

テーマ

講義【東京都のスポーツ振興施策と今後の課題について】
川島邦彦（都教育庁生涯学習スポーツ部スポーツ振興課長）
講義【東京都の広域スポーツセンター事業の実施状況について】
福澤文雄（都教育庁生涯学習スポーツ部スポーツ振興課地域スポーツ担当係長）
講義【みんなで創ろう楽しい地域づくり～豊かなスポーツ環境を目指して～】 （都体指協会長）
演習【救命救急の実際】
長崎 猛（特定非営利活動法人 日本災害救護推進協議会理事長）

テーマ【バリアフリーを目指して】
講演【ティーボールの魅力「養護学校の指導体験から」】
久保田浩司（都立南大沢学園養護学校高等部保健体育教諭）
モデル実技体験【ティーボール「審判法と実技指導法を学ぶ」】
鈴木悳夫／種茂雅之／久保田浩司（ティーボール協会指導員）
研究協議【スポーツを通して、どのようにバリアフリー化を実践しているか】
市辺範子（小平市） 山崎義行（東村山市） 前田敏光（東久留米市）
石井秀治（西東京市） 土屋テル子（清瀬市）
講評 中井 嶷（都体指協副会長）

テーマ【地域スポーツ振興におけるこれからの体指に求められるもの】

テーマ【総合型地域スポーツクラブの効果的な運営と地域の将来像を語る】

事例発表【一年間の体育指導委員活動・ＰＲ方法等の報告】
細木祐子（小平市） 市川繁雄（東久留米市） 中村政吉（東村山市）
小林正夫（清瀬市） 柏木英子（西東京市）

講演【総合型地域スポーツクラブの効果的な運営と地域の将来像を語る】
工藤康宏（東海学園大学経営学部講師）
実技【ファミリーバドミントン～多世代でできるニュースポーツのあり方～】

講演【地域住民のスポーツニーズに応える体指の役割】
吉田健一（国学院大学名誉教授）

講評 深瀬茂夫（都体指協会長）

9/20 御蔵島村役場会議室（10名）

12/3～4 港区アジュール竹芝・都立晴海総合高校（神津島村担当）（60名）

12/2～3 アジュール竹芝・都立晴海総合高校（大島町担当）（22名）

テーマ【ブロックにおける効果的な体指活動】

テーマ【地域住民のスポーツニーズに応える体指の～島嶼地区にソフトバレーボー
テーマ【体育指導委員の役割】
ルを普及する利点～】

講演【体育指導委員の任務と役割】
中井 嶷（都体指協副会長）
実技講習【山中での散策マナーや事故の対応について】
川原 崇（元 東京都山岳連盟常務理事）

講演【島嶼地区にソフトバレーボールを普及する利点】
岩本 洋（元全日本女子バレーボール監督／小田急電鉄(株)スポーツアドバイ
ザー）
実技【ソフトバレーボール大会の運営の仕組み】
岩本 洋（前掲）

9 ページ

講演【体育指導委員の役割】
深瀬茂夫（(社)全国体育指導委員連合事務局長）
各島活動報告
実技指導【ソフトバレーボール】
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10

開催年
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2006年

2007年

1,141名

1,075名
6/30 港区スポーツセンター（87名）

1,032名
7/6 千代田区役所／北の丸公園から東御苑（106名）

テーマ【都心型住環境の中で子どもに質のよい運動を・・・】

テーマ【地域住民に健康生活の提案を】

講演【子どものこころとからだの危機とスポーツのあり方～子ども達の元気
を取り戻すために～】
中村和彦（山梨大学教育人間科学部准教授）

講演【ウォーキングで生活習慣病を治す】
神田靖男（(社)日本ウォーキング協会 主任指導員）

7/8 中央区立築地社会教育会館 （99名）

2008年

2009年
999名
7/18 新宿コズミックセンター大研修室／大体育館（92名）

テーマ【地域の健康づくり】
講演【スポーツと栄養】
深川史麻（ザバススポーツ＆ニュートリション・ラボ）
テーマ

ッ
ク

実技【ボールルームダンス】
松村有希子・村澤武志（(財)日本ボールルームダンス連盟）
講評
深瀬茂夫（都体指協会長）

開催場所

9/9 文京区民センター（92名）

実技研修【ドッヂビーを使った子ども向けの実技展開】
小堀 章（港区体指協副会長兼研修部長）

実技研修【美しく楽しいウォーキング教室】
西田富美子（(社)日本ウォーキング協会 主任指導員）
高野孝子（(社)日本ウォーキング協会 公認指導員）

9/30 北区総合型地域スポーツクラブ・北園クラブ（105名）

9/6 荒川総合スポーツセンター 小体育室（103名）

基調講演【今 なぜコーディネーショントレーニングか？】
菅野美津枝（NPO法人日本コーディネーショントレーニング協会事務局長／NPO法人ライ
ジェ理事長）
実技【コーディネーショントレーニングの実際～基礎編～】
（NPO法人JACOT公認講師３名）
総評
中澤良行（新宿区地域文化部生涯学習コミュニティ課長）

9/12 台東区民会館（98名）

テーマ【地域スポーツ振興におけるこれからの体育指導委員に求められるもの】
テーマ【南千住地区総合型地域スポーツクラブの設立に向けての現状報告】
第
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各区活動状況報告
【北区版総合型地域スポーツクラブ「北園クラブ」について】（北区）
【体育指導委員と学校体育とのかかわり】（荒川区）
【少子高齢化における体・指の課題と役割】 三ツ山純子（台東区）
テーマ

ッ
ク

文京区研究発表
【地域住民のスポーツニーズに応える体指の役割～少子高齢化における体育指導委員の課題と役割
～】
講演【生涯スポーツのすすめ～子どもから高齢者まで健康･体力づくりの視点から～】
武井正子（順天堂大学名誉教授）

テーマ【モデル事業「北園クラブ」を検証する】
各区活動状況
（荒川区） （台東区） （文京区）
北区研究発表【総合型地域スポーツクラブ今後の展望～北区地域スポー
ツコーディネーターの役割～】
講演【選手を生き返らせる指導者のことば】
西田善夫（スポーツアナリスト）
講評 阿部正幸（都体指協副会長）
分科会１【キンボール・フレンドリー大会の開催】
分科会２【北園クラブ内の見学】

テーマ【地域スポーツ活動と体指の役割】
各区活動報告【総合型地域スポーツクラブへの取組み状況】等
（文京区体指会） （台東区体指協） （北区地域スポーツコーディネーター協議会）
荒川区研究発表【まちづくりと体育指導委員の役割・活動について～南千住地区総
合型地域スポーツクラブの設立に向けての現状報告～】
小山 博（荒川区体指顧問）
講演【これからの地域スポーツを考える】
黒川道子（国際武道大学国際スポーツ文化学科准教授）
講評

講評
開催場所

ラウンドテーブルディスカッション【地域における体育指導委員活動の諸問題とその方策】
＜進行役＞柳沢和雄（筑波大学教授）
＜メンバー＞（各区代表３名）
基調講演【地域とスポーツ】
森末慎二（ロサンゼルス五輪金メダリスト）
講評
新島二三彦（都体指協副会長）

阿部正幸（都体指協）

中野竹男（都体指協財務）

9/30 渋谷リフレッシュ氷川（104名）

9/22 大田区立池上会館（161名）

9/13 めぐろパーシモンホール／目黒区立八雲体育館（111名）

テーマ【ウォーキングでメタボリック予防！】

テーマ【生涯スポーツ社会を支えるこれからのスポーツ環境と指導実践を探る】

講演【ウォーキングでメタボリック予防！】
倉方てる美（健康運動指導士／ウォーキング指導員）
第１分科会【体育指導委員の資質を上げるには】
＜座長＞糸川（大田区体指）
第２分科会【あらためて問う、地域スポーツクラブ】
＜座長＞飯島（大田区体指）
第３分科会【子ども達の居場所づくりとスポーツの受け皿】
＜座長＞黒崎（大田区体指）
全体会
講評
新島二三彦（都体指協副会長）

基調講演【総合型地域スポーツクラブモデル事業（スポルテ目黒）の軌跡】
澤井 翼（NPO法人スポルテ目黒 理事長）

10/6 杉並公会堂（89名）

10/4 豊島区民センター・文化ホール（102名）

8/29 品川区役所第三庁舎講堂（130名）
テーマ【地域が支える魅力あるスポーツクラブ】

第
３
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テーマ【総合型地域スポーツクラブの現状と将来の展望】

テーマ

ッ
ク

基調講演【総合型地域スポーツクラブへの効果的取り組み】
工藤康宏（東海学園大学経営学部講師）
第１分科会【総合型地域スポーツクラブを立ち上げていない地域】
第２分科会【総合型地域スポーツクラブを立ち上げ中の地域】
第３分科会【総合型地域スポーツクラブを立ち上げ済みの地域】

開催場所

10/7板橋区立ｸﾞﾘｰﾝﾎｰﾙ（129名）
テーマ【地域でつくる･育てる･スポーツクラブ】

基調講演【目的に応じたトレーニングの必要性とパフォーマンスの向上】
吉田謙介（(株)クレーマージャパン（日本SAQ協会））
実技講習【ＳＡＱトレーニング】
吉田謙介（前掲）
講評
阿部正幸（都体指協会長）

テーマ【子どもの体力低下とコーディネーショントレーニング】
第
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テーマ
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ク

開催場所

パネルディスカッション【地域でつくる･育てる･スポーツクラブ】
＜コーディネーター＞ 浅見宗弘（板橋区）
＜パネリスト＞
黒須 充（福島大学人文社会学群人間発達文化学類教授）
佐々木義雄（練馬区教育委員会社会教育主事）
宮澤賢治（スポーツドアあずまクラブマネジャー）
第一分科会【あらためて、なぜ、総合型地域スポーツクラブなのか？】
＜コーディネーター＞ 佐々木義雄（前掲）
第二分科会【実際に運営してみて～クラブ運営の問題点とクラブでの会員の楽しみ方～】
＜コーディネーター＞ 宮澤賢治（前掲）
第三分科会【総合型地域スポーツクラブの社会公益性と事業性の融合】
＜コーディネーター＞ 黒須 充（前掲）
10/7 江戸川区ｸﾞﾘｰﾝパレス（150名）

テーマ【生涯ｽﾎﾟｰﾂ社会を実現するために】
第
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講演【“心のバリアフリー”を目指して】
細川佳代子（認定NPOスペシャルオリンピックス日本名誉会長）
テーマ

ッ
ク

第１分科会【総合型地域スポーツクラブにおける体育指導委員の役割】
第２分科会【これからの体育指導委員に求められるもの】
第３分科会【中高年の求めるスポーツとは】
第４分科会【地域と体育指導委員活動の関わり方】
総評

開催場所

第
６
ブ
ロ

深瀬茂夫（都体指協会長）

9/9 八王子市役所９階会議室（114名）

テーマ【子どもの体力向上と地域スポーツ】

ッ
ク

9/8 江東区教育センター（132名）

9/27 足立区役所庁舎ホール（119名）

9/26 すみだリバーサイドホール（111名）

テーマ【地域住民のスポーツニーズに応える体指の役割】

テーマ【地域のスポーツ活動と体指の役割～体育指導委員が地域で取り組む子ども
のスポーツ活動～】

テーマ【スポーツを楽しむには】

講演【これからの体指に期待されること」
吉田健一（國學院大學名誉教授）
第１分科会【子どもの体力向上に資する体指の役割】
第２分科会【高齢者の体力・健康維持と体指の役割】
第３分科会【スポーツ参加率の向上と体指の役割】

第
７
ブ
ロ

総評

深瀬茂夫（都体指協会長）

9/8 町田市立総合体育館（90名）

講演【地域住民のニーズに応える体指の役割】
木村和彦（早稲田大学教授）

講演【体育指導委員に必要なホスピタリティ･マインドの育成】
三好良子（産業能率大学総合研究所／立教女学院短期大学講師）

講演【卓球指導と私】
井関律人（日本体育大学講師）

テーマ【地域住民のスポーツニーズに応える体指の役割】

テーマ

ッ
ク

開催場所

第
８
ブ
ロ

ッ
ク

基調講演【スポーツ振興と総合型地域スポーツクラブ】
松澤淳子（早稲田大学スポーツビジネス研究所客員研究員／
実践女子短期大学・早稲田大学非常勤講師）
第１分科会【これからの体育指導委員に求められること】 ＜助言者＞ 深瀬茂夫（都体指協会長）
第２分科会【総合型地域スポーツクラブの育成】 ＜助言者＞ 松澤淳子（前掲）
第３分科会【生涯スポーツの振興】
＜助言者＞ 堀松英紀（羽村市教育委員会生涯学習部体育課長補佐 社会体育主事）
講評 鴨居明彦（東京都多摩教育事務所西多摩支所課長補佐）

テーマ

開催場所

第
９
ブ
ロ

ッ
ク

テーマ

開催場所

第
1
0
ブ
ロ

テーマ

開催場所

ッ
ク

講評

9/13 実践女子短期大学本館／下田記念館（109名）

9/12 稲城市地域振興プラザ 会議室（90名）

9/9 三鷹市市民協働センター及び三鷹産業プラザ（138名）
テーマ【地域住民のスポーツニーズに応える体育指導委員の役割】
第１分科会Ⅰ【競技スポーツから市民スポーツへ】
＜講師＞塚原千惠子（朝日生命体操クラブ女子監督）市原則之（日本オリンピック委員会常務理事）
＜聞き手＞ 中田 清（三鷹市教育委員会スポーツ振興課長）
第２分科会【市民スポーツ情報をどう発信するか】 ＜講師＞久米秀作（帝京平成大学助教授）
＜聞き手＞石山和子（都体指協副会長）
第３分科会【中高年の健康･体力づくりと生涯スポーツについて】
＜講師＞中村 泉（日本女子体育大学教授）
＜聞き手＞渡辺 融（三鷹市スポーツ振興審議会会長）
全体会
第１分科会 ＜報告者＞武井保雄（府中市） 高梨圭子（国分寺市）
第２分科会 ＜報告者＞軍司 繁（調布市） 北村淳子（武蔵野市）
第３分科会 ＜報告者＞林 雅子（小金井市） 松永真理（狛江市）
総評 石山和子（都体指協副会長）
9/30 東久留米市スポーツセンター（63名）

テーマ

実技講習【高齢者向けチェアエクササイズの実技指導】
平田紀子（NPO法人１億人元気運動協会チェアエクササイズインストラクター）

9/29 福生市民会館（94名）

基調講演【地域住民のスポーツニーズに応える体指の役割】
井上千枝子（実践女子短期大学福祉学科教授）

講演【子どもの体力の現状と体育指導委員の役割】
佐々木玲子（慶應義塾大学体育研究所 教授）

実技講習【ハンドロウル】
小堤吉寿（日野市体指会）

発表会【子どもの体力低下に対する各市の取り組み状況】
（稲城市）
（多摩市）
（町田市）
（八王子市）
（日野市）

9/13 あきる野市 五日市交流センターまほろばホール／五日市会館（105名）

9/12 青梅市総合体育館（102名）

テーマ【生涯スポーツ振興と体指の役割】
テーマ【地域スポーツ振興におけるこれからの体育指導委員に求められる 基調講演【障がい者スポーツの現状】
もの】
森井大輝（トリノパラリンピック チェアスキー銀メダリスト）
基調講演【羽村市の総合型地域スポーツクラブへの取り組みについて】
講演【“新しい”年筋トレーニングについて】
柴田俊男（はむら総合型スポーツクラブ はむすぽ会長）
堀居 昭（日本体育大学教授・医学博士）
新島二三彦（はむら総合型スポーツクラブ はむすぽゼネラルマネジャー）
第１分科会【体育指導委員はいま・・・】
パネルディスカッション【障がい者スポーツと総合型地域スポーツクラブについて】
＜助言者＞野方 孝（福生市スポーツ振興課課長）
＜助言者＞
第２分科会【総合型スポーツクラブへのアプローチ】
森井大輝（前掲） 柴田俊男（前掲） 新島二三彦（前掲）
＜助言者＞深瀬茂夫（都体指協会長）
＜パネラー＞
第３分科会【生涯スポーツの現状と課題】
白土賢治（青梅市） 小口健作（福生市） 吉江友秋（羽村市） 牧野壽義（瑞穂町）
＜助言者＞堀居 昭（前掲）
大澤弘子（日の出町） 野口九太郎（檜原村） 矢田貝美鈴（奥多摩町）
講評 新島二三彦（都体指協副会長）
原島直人（あきる野市）
＜司会＞ 手塚英子（あきる野市体指会）

討論会【子どもを取り巻く様々な現状についての検証～子供たちの現状、
問題点を検証していく～】（公聴形式）

阿部正幸（都体指協会長）

テーマ【子どもの体力低下】
テーマ【地域住民のスポーツニーズに応える体指の役割】

テーマ【「子どもを取り巻く現状とスポーツの関わり方」と体育指導委員の役
割と可能性を模索する】
テーマ【総合型地域クラブとオリンピック】

テーマ【地域住民のスポーツニーズに応える体指の役割】

ッ
ク

第
1
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基調講演【子どもの体力向上に関わる体指の役割】
小澤治夫（東海大学体育学部教授）

9/29 国立市役所会議室（52名）

分科会１【総合型地域スポーツクラブに対する体育指導委員のかかわり方について】
分科会２【総合型地域スポーツクラブの立ち上げと運営に向けて】

実技【フラッグフットボール実演】
＜司会＞佐藤壮二郎（前掲）
＜解説＞秋山浩太郎（日本フラッグフットボール協会東日本支部）

講演【笑顔でスポーツを楽しむには】
門川義彦（(株)笑顔アメニティ研究所代表／
立教大学大学院ビジネスデザイン研究科兼任講師）

テーマ【総合型地域スポーツクラブづくり】【総合型地域スポーツクラブの運営】

講演【総合型地域スポーツクラブの運営】
岡本浩史（調和SHC倶楽部常任理事）

講演【子供たちの成長とフラッグフットボール】
佐藤壮二郎（日本フラッグフットボール協会事務局長）

各区事例発表
【子どもといっしょにするスポーツ】 田口真知子（墨田区） 石川佐和子（墨田区）
【体指が地域で取り組む子どものスポーツ活動】
山本政一郞（葛飾区）
【体育指導委員が地域で取り組む子どものスポーツ活動】 肥田初江（江戸川区）
【体育指導委員が地域で取り組む子どものスポーツ活動】 北原邦夫（江東区）
【NPO法人千住ウェスト】
石澤美也子（足立区）

9/9 昭島市役所市民ホール他（64名）

講演【総合型地域スポーツクラブづくり】
大竹弘和（(株)スポーツシステム研究所代表取締役）

講演【中野区健康スポーツ教室について】
石垣武彦（中野区体指会事業部長）

全体会

テーマ【地域スポーツ振興におけるこれからの体育指導委員に求められるもの】

9/9 羽村市生涯学習センター／羽村市スポーツセンター（98名）

テーマ【青少年の体力向上】

パネルデスカッション【子どもの体力向上と地域スポーツ】
＜問題提起：コーディネーター＞
吉永武史（早稲田大学スポーツ科学学術院専任講師）
＜実践報告：パネリスト＞
植田尚史（杉並区社会教育委員）
半谷真一（ＦＣゴールスポーツクラブ理事長）
平崎一美（杉並区教育委員会指導主事）

実技【動いてみましょう】
井関律人（日本体育大学講師）

開催場所

10/17 なかのZERO小ホール（101名）

講演【子どもの体力低下とコーディネーショントレーニング】
渡部琢也（NPO法人日本コーディネーショントレーニング協会監事／
愛知新城大谷大学准教授）
実技【コーディネーショントレーニングの実際】
小田俊一（NPO法人日本コーディネーショントレーニング協会講師／
順天堂大学講師）
講演【子どもたちに明るい未来を手渡すには】
菅野美津枝（NPO法人日本コーディネーショントレーニング協会事務局長／
NPO法人ライジェ理事長）
講評 植田浩敏（都体指協財務）

テーマ【地域住民のニーズに応える体指の役割】

テーマ

講演【地域スポーツクラブは、まちづくりの救世主か】
柳沢和雄（筑波大学教授）
事例発表【わが街のスポーツクラブ】
「わが街の地域スポーツクラブの実情」 中川義英（世田谷区体指）
「渋谷区の地域スポーツクラブ」 加藤聡子（渋谷区体指）
「地域スポーツクラブ設立に向けて」 飯島高尚（大田区体指）
「目黒区の地域スポーツクラブの実情～スポルテ目黒～」 江坂義夫（目黒区体指／ス
ポルテ目黒理事）
「地域スポーツクラブの設立を目指して」 服部花子（品川区体指）
パネルディスカッション【各区の事例発表に基づいて】
＜コーディネーター＞ 柳沢和雄（前掲）
＜パネリスト＞
各区の事例発表者
講評 阿部正幸（都体指協会長）

7/12 立川市市民会館（73名）

講演【オリンピックと地域スポーツ】
真田 久（筑波大学大学院人間総合科学研究科教授）

討論会【子どもの体力向上などの現状を踏まえ、体育指導委員がすべきこ 事例発表【立川市における一地域のスポーツ活動状況】
と、求められること】（一部討論会形式）
保坂俊幸（立川市体指協）

テーマ【スポーツ振興における指導法の一考察】
基調講演【コーディネーショントレーニングを取入れた指導法について】
菅野美津枝（NPO法人日本コーディネーショントレーニング協会理事・事務局長）
小田俊一（順天堂大学スポーツ健康科学部講師／
NPO法人日本コーディネーショントレーニング協会公認講師）
実技【コーディネーショントレーニングの実体験】
講評

小田俊一（前掲）

中野竹男（都体指協副会長）

9/12 東大和市役所 会議棟（70名）

テーマ【指導者の知識と心構え、並びにプログラムの考察】
講演【スポーツ指導における知識と心構え】
鈴木光男（(株)TOL （ROXフィットネスクラブbegin）講師）
講演【スポーツ指導における対象者別指導の留意点】
倉橋照美（スリーエイチ ライフアシスタント フリーインストラクター）

総評
中野竹男（都体指協財務）

分科会形式の意見交換会【各市の総合型地域クラブの準備状況】

講評
増渕節子（都体指協副会長）

9/15 府中グリーンプラザ（147名）

9/20 調布市グリーンホール・大ホール（140名）

7/4 小金井市総合体育館大体育室（137名）

テーマ【市民のためのさらなるスポーツ振興を目指して】

テーマ【今、体育指導委員に求められるもの】

事例発表【各市が誇る特色ある事業への取組み】
＜講師＞
菊 幸一（筑波大学大学院准教授）
＜発表者＞
島中雅人（府中市研修部長） 稲山孝樹（調布市副会長）
米田 寛（小金井市） 一ノ瀬悦子（国分寺市事業部長）
冨永茂和（狛江市副会長） 石田典子（武蔵野市広報副部長）
後藤典子（武蔵野市研究部長） 岡田眞由美（三鷹市）
講評 深瀬茂夫（都体指協会長）

基調講演【今、体育指導委員に求められるもの～コーチング理論を活かす～】
宮﨑光次（桜美林大学健康心理学科長・教授）

基調講演【街づくりと体指の役割・活動】
高野甲子雄（小金井消防署 前署長）

各市発表
川口眞也（調布市） 鈴木真奈美（小金井市） 深瀬茂夫（国分寺市）
山本浩市（狛江市） 踊場久美子（武蔵野市） 井上正美（三鷹市）
植竹照雄（府中市）
講評 宮﨑光次（前掲）
総評 中野竹男（都体指協副会長）

各市発表【ユニークな体指活動】
竹内 健（小金井市） 深瀬茂夫（国分寺市会長） 田村隆一（狛江市会長）
櫻井 昭（武蔵野市） 加藤誠二（三鷹市事業委員長） 清水文衛（府中市副会長）
市川 徹（調布市） 石井美津子（調布市） 池 誠（調布市） 井口知子（調布市）

9/30 小平市民総合体育館（63名）

9/27 清瀬市生涯学習センター（アミューズ）（49名）

8/29 東村山市民スポーツセンター（47名）

テーマ【団塊世代の地域での活動を支える体育指導委員に求められるも
の】

テーマ【地域のスポーツ専門家としての資質の向上を目指す】
講演【2007年問題 大量退職が見込まれる団塊世代のスポーツニーズに応える体指の役割～団塊世代
の地域デビューをスポーツで～】
講演【体育指導委員活動のスポーツ医科学】
講演【団塊世代の地域での活動を支える体育指導委員に求められるもの】
渡辺和久（横浜リゾート＆スポーツ専門学校専任講師）
村田 郁（日本体育協会スポーツ指導者育成部所属／
河原塚達樹（日本レクリエーション協会生涯スポーツ推進部・
事例発表
埼玉県志木市村田医院院長）
サービスセンター部長）
【東久留米市のスポーツニーズに応じた体指の役割】 （東久留米市）
グループディスカッション【体育指導委員活動で成功した事・失敗した事】
実習【「仲間づくりのためのコミュニケーション」とニュースポーツ（クップ）の
【世代間交流を実現するスポーツイベント つなひき】 （東久留米市）
（６グループに分かれ意見交換）
紹介】 河原塚達樹（前掲）
講評 増渕節子（都体指協副会長）
講評 新島二三彦（都体指協副会長）
実技【綱引き】 杉村正孝（東久留米市委員長）

総評 新島二三彦（都体指協副会長）

テーマ【遊び心を大切にした、楽しい地域の活動から】
講演【（体育指導委員に期待する）少子高齢化社会における地域の教育力～遊び心を大
切にした、地域の子ども会活動を例にして～】 飯田 弘（東京都レクリエーション協会）
実技【「ジャンケンゲーム」オンパレード～グーパーから、野球・サッカー・ボーリングまで～】
飯田 弘（前掲）
講評 新島二三彦（都体指協副会長）

12/2～3 アジュール竹芝／中央区立総合スポーツセンター（新島村・神津島村担当）（22名）

11/30～12/1 アジュール竹芝／都立芝商業高校体育館（大島町・利島村
11/28～29 八丈島 大賀郷公民館／八丈町南原スポーツ公園（15名）
担当）（55名）

11/6～7 三宅村役場臨時庁舎会議室／三宅村立三宅小学校（21名）

テーマ【生涯スポーツの理解と普及】

テーマ【地域住民のスポーツニーズに応えられる、的確かつ効果的な大会
等を企画・運営するための技法を探る】
テーマ【地域のスポーツ大会等に対しての運営、企画を行うための技法を探る】

テーマ【地域のスポーツ大会等に対しての企画・運営を行うための技法を探る】

講演【地域住民のスポーツニーズに応える体指の役割～生涯スポーツの理解と普及～」
岩本 洋（小田急バレーボールクリニック）

講演【体育指導委員の役割】 深瀬茂夫（都体指協会長）

講演【フットサルの概要及びルール説明】 真境名オスカー

講演【地域住民のニーズに応える体指の役割】
鈴木二三彦（(財)日本レクリエーション協会レクリエーション普及推進部）

各島活動報告

講演【地域住民と体育指導委員の関わり方について】 中野竹男（都体指協副会長）

実技（東京都島嶼交流大会）【ソフトバレーボール大会】
岩本洋（小田急バレーボールクリニック／チーム「PRAIA」メンバー）

実技指導【フットサル大会】

各島活動報告【ニュースポーツ普及活動に関して】
実技指導【ソフトバレーボール大会】

10 ページ

特別テーマ【新しい運動会種目を考える】 鈴木二三彦（前掲）
実践【特別テーマ：新しい運動会種目を考える】 鈴木二三彦（前掲）
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参加者合計
開催場所

第
１
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ロ

テーマ

ッ
ク

開催場所

1,187名
7/10 中央区立総合スポーツセンター（86名）

7/9 港区立青山小学校（80名）

テーマ【いつまでも自立し続けられる中高年のために】

テーマ【ニュースポーツの効果的なプログラムの提供方法を考える】

基調講演【中高年に多い運動器の障害について】
石井千恵（医療法人社団清心会藤沢病院企画調査室長）

基調講演【新しいボールゲーム“タグラグビー”の可能性】
鈴木秀人（東京学芸大学教育学部健康・スポーツ科学講座准教授）

実技【運動器の機能改善のための効果的な運動】
石井千恵（前掲）

実技研修【タグラグビーの魅力を伝える指導方法】
鈴木秀人（前掲）
佐々木文昭（(財)日本ラグビーフットボール協会 普及・競技力向上委員）

テーマ

ッ
ク

開催場所

第
３
ブ
ロ

テーマ

ッ
ク

開催場所

テーマ

第
５
ブ
ロ

開催場所

第
７
ブ
ロ

テーマ【わが区のメインプロジェクト ～主体事業を通してスポーツ推進の役割を探る
～】

9/4 成城ホール（世田谷区役所砧総合支所多目的ホール）（124名）
テーマ【「人の気持ちを惹きつける」方法を身につける】
基調講演【コミュニケーションワークのすすめ～「人を惹きつける」方法を磨くために～】
園田碩哉（実践女子短期大学教授）
実例紹介【活動現場で区民の気持ちを惹きつける方法～“つかみはＯＫ”実演コーナー～】
【今、体育指導委員に求められていることは・・・】 石川由喜夫（世田谷区）
【信じること】 山邊佳子（渋谷区）
【手話で歌おう「ふるさと」、「赤い花 白い花」】 徳富朋子（大田区）
【ゼロからのスタート】 杉本幸二（目黒区）
【人をひきつける事業、品川区「いきいきウォーキング」】 纐纈二三子（品川区）
【運動会での競技説明】 佐藤好篤（渋谷区）
【みんなで歌う「赤い靴」、これなぁんだ？】 小澤清臣（大田区）
【体力テスト判定時の対応】 稲田正克（目黒区）
【セミの一生】 篠﨑一郎（品川区）
【若返りのディスク／グループ分けプログラム】 仁井雄治（世田谷区）
講評 新島二三彦（都体指協副会長） 園田碩哉（前掲）
9/4 練馬区立練馬公民館ホール（105名）

テーマ【スポーツと地域コミュニティの関わりについて】
各区発表【各区の状況報告】
増田普美子（荒川区） 久郷真義（台東区） 仲田和仁（文京区）
北区発表【スポーツと地域コミュニティの関わりについて～若者たちの視点から～】
羽田 茂（北区） 二村正徳（北区副会長）
基調講演【スポーツをみる楽しさ・かたる楽しさ ～オリンピック放送を通して～】
西田善夫
（スポーツアナリスト）
講評

8/27 渋谷区リフレッシュ氷川（114名）

テーマ【子どもの体力向上に向けて ～体育指導委員の役割を考える～】
基調講演【子どもの体力向上に向けて ～体育指導委員の役割を考える～】
内藤久士（順天堂大学スポーツ健康科学部教授）

事例発表【各区体育指導委員会の課題・目標・取り組み】
（板橋区） （杉並区） （豊島区） （中野区）

11/13 かつしかテクノプラザ大ホール（134名）

講演【ホスピタリティー 活動を円滑にするおもてなしの心】
黒澤くみこ（(有)シービー代表取締役社長）

9/11 国士舘大学多摩キャンパス（103名）

10/8 板橋区立グリーンホール（105名）

9/29 セシオン杉並（91名）

9/11 奥多摩町福祉会館／奥多摩町森林セラピーロード（109名）

実技【森林セラピー体験研修（ガイドウォーク）】
森林セラピーアシスター（ガイド１４名）
森林セラピー事務局職員等（７名）

7/24 武蔵村山市民会館（80名）

基調講演【地域のスポーツ活動とスポーツ推進委員の役割～遊びから学ぼう、
体力向上～】 道廣英彦
第１分科会【遊びをスポーツする】 ＜講師＞土井 彰
第２分科会【ドッヂビーを使った新しいゲームを作る】 ＜講師＞道廣英彦
第３分科会【音楽（メロディ＆リズム）をスポーツする】 ＜講師＞榎本友美子
講評 新島二三彦（都スポ協副会長）

講演【子どもの体力向上とスポーツ推進委員の役割】
佐々木玲子（慶應義塾大学体育研究所教授）
事例発表
【子どもの体力向上とスポーツ推進委員の役割】 （豊島区）
【子どもの体力向上へ向けて】 （中野区）
【地域の子供たちが活き活きと活動できるまちを目指して】 （練馬区）
【ドッジボールで体力向上】 （板橋区）
【杉並区スポーツ推進委員の活動】 （杉並区）
＜講評＞佐々木玲子（前掲）

10/29 タワーホール船堀 小ホール（141名）

9/29 江東区教育センター大研修室（142名）

テーマ【地域住民のスポーツニーズに応えるスポーツ推進委員の役割】
事例発表【各区の地域スポーツクラブの現状と問題点】
森井賢一（足立区） 船見春夫（足立区） 田口真知子（墨田区）
関 隆男（葛飾区） 天野里美（江戸川区） 野島和博（江東区）

講演【柔道家としての歩みを振り返って】
天野安喜子（国際柔道連盟審判員）
講演【子どもの体力向上・高齢者の問題】
鈴木章生（服部学園食品学教授）

講演【人生は山彦なり】
山田直稔（国際オリンピック応援団長）
総評 島田泰子（都スポ協副会長）

9/10 八王子市役所会議室（100名）

9/8 町田市立総合体育館小体育室（92名）

ッ
ク

テーマ

各市発表【総合型地域スポーツクラブ設立に向けての取組状況報告】
丸山美保子（武蔵村山市） 石川英次（昭島市会長） 塩野啓子（国立市議長）
林崎賢司（立川市副会長） 岩田圭子（東大和市会長）
伊藤 智（東大和市教育委員会社会教育課係長）

講演【激動のスポーツ世界を捉えなおす！】
山本 浩（法政大学スポーツ健康学部教授）

講演【スポーツ基本法の施行によるスポーツ推進委員の役割について】
木村一彦（早稲田大学スポーツ科学学術院教授）

9/10 檜原小学校体育館（104名）

9/15 日の出町立大久野中学校多目的ホール／体育館（99名）

講演【スポーツと人の輪】
秋山エリカ（東京女子体育大学教授）

講演【「ウォーキングとスポーツの共通項」～毎日の生活の中にトレーニングがある～】
駒崎 優（NPO法人ウォーキング研究所理事）

実技【「コミュニティ」～ＷＡっと広がる○○○～】
８つのチームに分かれ、そこで生まれたもの○○○を発見、決定する
ドッヂビーほか

講評 中野竹男（都スポ協副会長）

第
９
ブ
ロ

ッ
ク

テーマ【今後（将来）実現させたい事業（体育指導委員の夢）】

テーマ

各市発表【今後（将来）実現させたい事業（体育指導委員の夢）】
浅川三喜夫（国分寺市） 飯島富美子（狛江市） 高瀬宜子（武蔵野市）
森 啓次郎（三鷹市） 島中雅人（府中市） 中野 建（調布市） 郡司 繁（調布市）
清水良夫（調布市） 竹谷正明（調布市） 千本木勘博（小金井市）
総評 新島二三彦（都体指協副会長）

開催場所

第
1
0
ブ
ロ

9/10 昭島市松原町高齢者福祉センター（74名）

テーマ【子どもの体力低下の現状と課題】
テーマ

開催場所

10/27 くにたち市民総合体育館（74名）

講演【地域スポーツ振興と体育指導委員の役割～コーディネーターとしての役割とは何か～】
藤井和彦（白鴎大学教育学部准教授）
分科会１【地域スポーツクラブの設立】
＜講評＞新島二三彦（都スポ協副会長）
分科会２【子どもの体力増進と体育指導委員の役割】 ＜講評＞藤井和彦（前掲）
伊東一彦（昭島市教育委員会事務局生涯学習部長）

ッ
ク

基調講演Ⅰ【子どもとスポーツ】
佐藤喜代（東京女子体育大学・東京女子短期大学教授）
基調講演Ⅱ【子どもとスポーツ】
ハラルド・ポルスター（一橋大学非常勤講師）
公開討論会【子どもを取り巻く現状とスポーツ推進委員の役割】
＜コーディネーター＞ 池田將典（国立市）
＜パネリスト＞
佐藤喜代（前掲） ハラルド・ポルスター（前掲） （国立市副議長）
講評 新島二三彦（都スポ協副会長）

9/17 狛江エコルマホール（131名）

9/1 武蔵野スイングホール（122名）

テーマ【子どもと高齢者の体力向上について～各市のスポーツ推進委員の取り組み～】

テーマ【スポーツ推進委員の資質向上について～スポーツ推進委員に求められるも
の～】

基調講演【子どもと高齢者の体力向上～歴史と未来を大切にする社会づくり～】
菊山直幸（(公財)日本中学校体育連盟事務局長）

講演【スポーツ推進委員の資質向上について】
原田尚幸（和光大学経済経営学部教授）

各市発表【子どもと高齢者の体力向上について～各市のスポーツ推進委員の取り組み～】
池田浩士（狛江市） 岡本武一（武蔵野市副会長） 渡部実知子（三鷹市副会長）
岩崎雅子（府中市副会長） 山田登志郎（府中市） 早川武夫（調布市）
長谷川嘉子（小金井市） 飯島千津子（国分寺市事業部長）

分科会（カフェ型トーク）【スポーツ推進委員に求められるもの】
18グループに分かれ2ローテーション
＜講評＞原田尚幸（前掲）

講評 中野竹男（都スポ協副会長）

講評
島田泰子（都スポ協副会長）

9/17 東久留米市スポーツセンター（58名）

9/29 小平市民総合体育館（55名）

講演Ⅰ【「障がい者スポーツの状況と課題」～総合型スポーツクラブの育成をめぐっ
て～】
水上博司（日本大学文理学部教授／特定非営利活動法人クラブネッツ副理事長）
講演Ⅱ【障がい者とは？スポーツ推進委員が学ぶこと】
近藤和夫（（公社）都障協主幹）

9/7 足立区役所庁舎ホール（120名）

テーマ【地域のスポーツニーズに応えるスポーツ推進委員の役割 ～スポーツの力
を全ての人に～】
講演【その気にさせる指導法・ペップトーク】
岩崎由純（トレーナーズスクエア(株)代表取締役）
事例発表【各区のニュースポーツの取り組み】
勝又朝子（墨田区） 関 隆男（葛飾区） 中根宏行（江戸川区）
吉田 覚（江東区） 村田 圓（足立区）

11/16 日野市市民の森ふれあいホール／コミュニティーホール（113名）

テーマ【スポーツ基本法に基づく障害者へのスポーツ推進委員の関わり方 ～障が
い者へ向けた対応と種別に応じた道具の利用並びに指導方法～】
基調講演【障害の理解と留意点及び指導方法について】
矢本敏実（（公社）都障協地域スポーツ振興担当 主査）
グループワーク【障がい者へ向けた対応と種別に応じた道具の利用並びに指導方
法】
「ハンドロウル」聴覚障害者Ｇ、視覚障害者Ｇ、肢体不自由者Ｇ

10/26 瑞穂町立瑞穂第二中学校体育館／瑞穂町長岡コミュニティセンター（93名）

テーマ【地域のスポーツ活動とスポーツ推進委員の役割 ～世代を超え障害者も一
緒に楽しめる地域スポーツ～】
講演【車椅子でもサッカーができる～電動車椅子サッカー・世界への挑戦～】
吉沢祐輔（電動車椅子サッカーチーム「レインボーソルジャー」副キャプテン）
実技研修【電動車椅子サッカーの実演・体験】
吉沢祐輔（電動車椅子サッカーチーム「レインボーソルジャー」副キャプテン）

8/3 立川市役所（64名）

テーマ【地域における障害者のスポーツ振興 ～障害スポーツの現状と障害に応じ
た指導の実際～】
講演Ⅰ【障害スポーツの現状】
近藤和夫（（公社）都障協地域スポーツ振興室主幹）
講演Ⅱ【障害に応じた指導の実際】
小倉 悟（小平市社会福祉協議会小平市障害者福祉センター指導委員）

7/6 三鷹市公会堂（138名）

テーマ【障がいのある方も一緒に楽しめるスポーツ推進活動を考える ～運営・工
夫・対応・問題点について～】
基調講演【デフリンピック（聴覚障害者オリンピック）への夢】
狩野美幸（デフバレーボール女子日本代表監督）
各市発表【障がい者スポーツへの取り組みについて】
実技研修【障がいのある方も一緒に楽しめるスポーツ】
矢本敏実（（公社）都障協）
「パラバルーン、ローリングバレーボール」

11/30 清瀬市生涯学習センター（アミュー）（58名）

テーマ【障害者スポーツとスポーツ推進委員の役割】
テーマ【地域のスポーツ活動とスポーツ推進委員の役割 ～地域のスポーツ活動の
リーダーとして活躍するために、必要な者は何か考える～】

講演【子どもの体力低下の現状と課題】
中村和彦（山梨大学教育人間科学部准教授）
発表【事前アンケートに対しての発表・質疑応答】
実技【子どもも楽しめるティーボール】
吉村 正（早稲田大学人間科学学術院教授）
講評 阿部正幸（都体指協会長）

講演【子供と中高年の特性とスポーツの傷害】
久米信好（久米鍼灸整骨院院長／東京有明医療大学准教授）
畔上英樹（久米鍼灸整骨院スタッフ） 渡部憲史（久米鍼灸整骨院スタッフ）
林 雄祐（久米鍼灸整骨院スタッフ） 髙橋達徳（久米鍼灸整骨院スタッフ）
実技【中高年の運動処方（実践）】
斎藤利之（東久留米市／東京農業大学短期大学部非常勤講師）
講評 新島二三彦（都スポ協副会長）

講演障害のある人のスポーツの現状】
高山浩久（（公社）都障協地域スポーツ振興室室長）
実技【障害のある人、ない人で一緒に楽しめるスポーツの実践】
高山浩久（前掲）
矢本敏実（（公社）都障協）
萩原郁美（（公社）都障協）
塚本／小倉（社会福祉法人小平市社会福祉協議会障害者福祉センター）
障害者（１１名）
「ボッチャ、卓球バレー、４面卓球バレー、ラージボール卓球、フロアーホッケー」
講評 岡田眞由美（都スポ協副会長）

11/26～27 港区・島嶼会館／品川区立戸越体育館（76名）

11/25 ニューピア竹芝サウスタワー（24名）

11/30～12/1 ニューピア竹芝サウスタワー／中央区立銀座中学校体育館（24名）

テーマ【スポーツ事故の予防及び治療への対応（テーピング講習）】

＜地域スポーツ支援研修会（島嶼部）と共催＞
テーマ【地域におけるスポーツ推進委員と障害者スポーツ】、【スポーツ推進委員活動 テーマ【地域住民とスポーツ推進委員の関わり方について ～新しい時代にふさわ
の現状と課題】
しいスポーツの指導法を探る～】

＜地域スポーツ支援研修会（島嶼部）と共催＞
テーマ【地域住民のニーズに応えられる、的確かつ効果的な大会等を企画・運営するための技法
を探る】
テーマ

テーマ【障がい者スポーツの状況と課題】

テーマ【子どもを取り巻く現状とスポーツ推進委員の役割】

テーマ【少子高齢化とスポーツ推進委員】

ッ
ク
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9/25 西東京市南町スポーツ・文化交流センター「きらっと」（55名名）

6/29 豊島区勤労福祉会館（90名）

講評 岡田眞由美（都スポ協副会長）

まとめ

7/10 国分寺Lホール（133名）

グループ討議

テーマ【「コミュニティ」～ＷＡっと広がる○○○～】
テーマ【地域の特性を活かした健康づくりを考える】

講評 阿部正幸（都体指協会長）

開催場所

実技研修【障がいをお持ちの方とのスポーツ体験】
バスケットポール（講師：スペシャルオリンピックス日本・東京）
バドミントン（講師：目黒区青少年プラザステップアップ講座）
卓球バレー（講師：矢野英蔵）

テーマ【地域住民のスポーツニーズに応える体指の役割】

テーマ【コーディネーターとしての役割とは何か】
基調講演【総合型地域スポーツクラブの必要性と体育指導委員の役割】
木村和彦（早稲田大学スポーツ科学学術院教授）

基調講演【障がい者スポーツに関する基礎知識】
野村一路（日本体育大学教授）

テーマ【子どもの体力向上とスポーツ推進委員の役割】
テーマ【遊びから学ぼう、体力向上】

テーマ【総合型地域スポーツクラブ設立に向けて】
第
８
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テーマ【地域における障がい者スポーツ ～障がい者とともにスポーツを体験しよう
～】

分散会【スポーツ推進委員として障がい者スポーツへの関わり方】

阿部正幸（都スポ協会長）

講評 中野竹男（都体指協副会長）

開催場所

テーマ【「障がい者のスポーツ」をどう考えるか～健常者とともに楽しむスポーツ～】

グループ討議【指導を受ける人達の態度、物腰が時代とともに変わってはいないか。それに対し
分科会Ⅰ【心肺蘇生法及びAED・蜂アレルギー等の対処法講習】
グループ討論会（ワールドカフェ方式）【気軽にスポーツを楽しむには】
てどう振る舞うべきか。】
白川 透（国士舘大学体育学部スポーツ医科学科 非常勤助手）
12のテーブルで４ラウンドの討論会
８つのグループに分かれ討議、発表
分科会Ⅱ【コーディネーショントレーニング】
＜講評＞木村一彦（前掲）
小林宜義（国士舘大学大学院スポーツ・システム研究科修士課程）
講評
松浦隆浩（山梨県レクリエーション協会常任理事／国士舘大学ウエルネス・リサーチセンター研究
山本 浩（前掲）
員）

基調講演【森林セラピーでストレス軽減】
香川隆英（独立行政法人森林総合研究所環境計画研究室長）

ッ
ク

8/31 目黒区パーシモンホール／八雲体育館（126名）

実技体験
【ボッチャ】
【ビーンズバック】
【ＳＴＴ（サウンドテーブルテニス）】

意見交換（10グループに分かれ意見交換）

研修【各区のメインプロジェクト発表】
（文京区）『文京区ファミリースポーツデー』の現在、過去、未来について
（北区）我が区のメインプロジェクト
（荒川区）荒川区ドッヂビーの歩み
（台東区）チャレンジフィジカルテスト
基調講演【行動変容から学ぶ、運動・スポーツ普及啓発のためのヒント】
竹中晃二（早稲田大学人間科学学術院教授）

8/25 大田区産業プラザPIO（124名）

講演【「障がい者のスポーツ」をどう考えるか～健常者とともに楽しむスポーツ～】
髙山浩久（(公財)都障協地域スポーツ振興室長）

各区事例報告
黒崎あつみ（大田区） 鈴木ゆみ江（品川区） 稲田正克（目黒区）
岩下 敦（世田谷区） 椎谷和子（世田谷区） 大西岳之（渋谷区）

講評 内藤久士（前掲）

各区発表 （台東区） （文京区） （北区） （荒川区）
講演【スポーツ・フォア・オール～障害者スポーツの視点から～】
神保秀久（東京都障害者スポーツ指導員協議会荒川 会長）
グループ討論【皆さんの普段の活動の中に、障害を持っている方が参加することに
なったときどの様に受け入れ、楽しんでいただけますか？】
講評 阿部正幸（都スポ協会長）

阿部正幸（都スポ協会長）

テーマ【地域の特性を活かした健康づくりを考える】

テーマ

基調講演【想像と創造からはじまるアダプテッド・スポーツの実践】
村上祐介（筑波大学大学院人間総合科学研究科体育科学専攻）

テーマ【スポーツ・フォア・オール～障害者スポーツの視点から～】

文京区活動報告
成功事業例【文京この指とまれクラブ／文京スキー教室】
苦戦事業例【中高齢者事業（メタボ予防）】
割田剛太郎（文京区体指会）
各区活動報告
三城 廣（北区） 清水友美（荒川区） 金田浩一／野中かつよ（台東区）
講演【行列のできる講座と思わず手にとるチラシの作り方】
指田祐美（特定非営利活動法人男女共同参画おおた）
講評 阿部正幸（都体指協会長）

講演【地域活動力を高めるための体育指導委員の役割】
永吉英記（国士舘大学体育学部子供スポーツ教育学科講師／国士舘大学ウエルネス・リサーチ
センター）
テーマ

テーマ【地域住民のスポーツニーズに応えるスポーツ推進委員の役割 ～すべての
人が楽しめるアダプテッド・スポーツの実践に向けて～】

11/9 台東区民会館（125名）

テーマ【地域活動での企画・運営に関する資質の向上を図る】

ッ
ク

1,038名
7/27 新宿コズミックセンター（90名）

9/8 サンパール荒川（124名）

総評 阿部正幸（都スポ協会長）
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（ 共 催 事 業 ）

9/10 北とぴあ（114名）

講演【スポーツ活動とライフスキル】
清岡 智（東京理科大学教授）

開催場所

会

9/11 文京区区民センター（108名）

テーマ【子どもの体力向上・高齢者の問題】

ッ
ク

修

基調講演【年齢・性差別のない地域での交流】
稲垣敬雄（日本ドッヂビー協会代表プロデューサー）

テーマ【スポーツ活動で生活の質を高める方法を探る】
テーマ

2013年
研

見学【秩父宮ラグビー場】

【街づくりと体指の役割・活動～運動がしたくなる街・運動ができる街～】
扇原 淳（早稲田大学人間科学学術院准教授）
講評 阿部正幸（都体指協会長）
開催場所

2012年
区
別

講評
中野竹男（都体指協副会長）

【地域住民のニーズに応える体指の役割～練馬区スポーツ振興基本計画と練馬区体育指導委員
会の役割を考える～】
太田雄三（練馬区副会長）

ッ
ク

地

テーマ【ドッヂビーをとおして、子どもの体力向上にむけた取り組みとスポーツ推進委
員の役割を考える】

テーマ【地域住民のニーズに応える体指の役割】、【街づくりと体指の役割・活動】
第
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域

1,050名
7/22 千代田区立昌平童夢館屋上校庭及び多目的ホール（103名）

実技研修【子どもの意欲を継続させるためには～初めての子ども向けドッヂビー教室
実技研修【アダプテッド・スポーツの実践】
の場合～】
村上祐介（筑波大学大学院人間総合科学研究科体育科学専攻）
稲垣敬雄（前掲）
「誰でも楽しく参加できるバスケットボールを創造しよう」
林 昌永（日本ドッヂビー協会副代表プロデューサー）

テーマ【「体指の事業における成功とは・・・」～周知の大切さ（伝える技術）～】
第
２
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1,045名

講義【地域の活性化とスポーツ振興（島嶼のスポーツ振興）
～体育指導委員が地域のコーディネーターとしての役割を果たすためのヒントとは～】
野川春夫（順天堂大学スポーツ健康科学部学部長）
実技講習【島嶼対抗フットサル大会】 柱谷哲二（元サッカー日本代表）

講演【スポーツ事故の予防及び治療への対応】
佐藤大輔（キネシオテーピング協会指導員）
北川良治（キネシオテーピング協会サブ指導員）

講演【良いスポーツリーダー・指導者とは】
香取 毅（（公財）東京都サッカー協会指導部長／都立狛江高校教諭）
グループディスカッション【スポーツ推進委員として】

11/29 東京都産業貿易センター（21名）

講義【地域におけるスポーツ推進委員と障害者スポーツ～障害者スポーツの現状とこ 講演【地域スポーツ振興のためのメンタルトレーニング】
れからの地域スポーツ～】
近藤和夫（(公社)都障協主幹）
辻 秀一（(株)エミネクロス）
各島活動報告及び情報交換【スポーツ推進委員活動の現状と課題】
実技講習【ストレッチ及びソフトバレーボール競技】
情報交換【国体について／スポーツクラブについて】 （各島）
岩本 洋（日本バレーボール連盟 指導普及副委員長）
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2014年
1,011名
7/12 中央区立総合スポーツセンター（99名）

テーマ【オリンピック・パラリンピック開催に向けた今後のスポーツ推進委員の役割・活動 ～オ
リンピックを知り、機会を捉えたスポーツ推進の方法を探る～】

テーマ

ッ
ク

実技研修【ゴールボール／ピロポロの実践】
池田 貴（日本ゴールボール協会理事）
小林裕史（ゴールボール男子 日本代表）
欠端瑛子（ゴールボール女子 日本代表）
中央区スポーツ推進委員
基調講演【オリンピック・パラリンピック開催に向けた今後のスポーツ推進委員の役割・活動】
猪谷千春（国際オリンピック委員会名誉委員）

開催場所

第
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テーマ

開催場所

テーマ

ッ
ク

開催場所

9/5 北区滝野川会館（123名）

10/29 サンパール荒川（131名）

テーマ【2020年東京オリンピック・パラリンピックに向けて ～スポーツ実施率70％のために～】

テーマ【あと５年、東京オリンピック・パラリンピックに向けて、我が区のやる事できる事 ～スポーツ推進委員としてオリンピック・パ
ラリンピックへの関わり方～】

テーマ【障がい者スポーツの普及と支援について】

各区発表
（北区スポ協） （荒川区スポ会） （台東区スポ協） （文京区スポ会）

講演【スポーツにおける指導者の役割 ～マーメイドジャパンを育て続けてきて～】
金子 正（シンクロナイズドスイミング日本代表チーム特別アドバイザー／日本水泳連盟顧問）

8/30 品川区立荏原平塚総合区民会館（132名）

8/29 世田谷区成城ホール（120名）

基調講演【「パラリンピック、金メダルへの道」～ゼロからスタートした18年を振り返る～】
荒井秀樹（日立ソリューションズスキー部監督／ノルディックスキーパラ日本チーム監督）
各区事例発表
中川義英（世田谷区） 天野長光（渋谷区） 荒木弘子（大田区）
榎本繁雄（目黒区） 藤田純子（品川区）
第１分科会【障害のある方へのスポーツ支援】
高山浩久（（公社）都障協地域スポーツ振興室室長）
第２分科会【視覚障害疑似体験とその支援】
近藤和夫（（公社）都障協主幹（地域スポーツ振興担当））
第３分科会【ろう者とのスポーツを通じた係わり】 高杉 弾（明晴学園中学体育教諭）
第４分科会【障害を持った子どもの理解と保護者への支援】
宮嶋祐紀子（特別支援教育コーディネーター／社会福祉士）
第５分科会【知的障害者スポーツに携わって】 飴本公子（品川区副会長）
10/18 なかのZERO小ホール（92名）

講演Ⅰ【中野区スポーツ推進委員会の取り組み】
松橋洋子（中野区スポ進会事業部長）
テーマ

講演Ⅱ【年代別、性別スポーツ指導（スポーツ指導のあり方と事故予防）】
武藤芳照（日体大総合研究所 教授）
講演Ⅱ－２【気軽にできる運動紹介「リズム体操～川の流れのように～」】
岡田佳澄（（公財）身体教育医学研究所総務主任兼指導員）

開催場所

各区発表【障がい者スポーツの普及と支援について】
（台東区スポ協） （文京区スポ会） （北区スポ協） （荒川区スポ会）

各区発表【】
（荒川区スポ会） （台東区スポ協） （文京区スポ会） （北区スポ協）

講演【2020年東京オリンピック・パラリンピックを見据えて】
武藤芳照（日体大総合研究所所長／日本体育大学保健医療学部教授／東京大学名誉教
授・総長顧問）

テーマ【生涯スポーツとスポーツ推進委員の役割 ～年代別、性別スポーツ指導～】

ッ
ク
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2017年
1,086名
7/15 新宿コズミックスポーツセンター（94名）

テーマ【高齢者、障がい者のスポーツニーズに応えるスポーツ推進委員の役割 ～パラリンピックに向けた「する」「みる」「支える」
テーマ【東京オリンピックに向けてスポーツ推進委員がするべきこと ～「見
スポーツ活動～】
テーマ【生涯スポーツの普及と地域コミュニティの形成におけるスポーツ推進委員の役割 ～「ゆるスポーツ」
る」スポーツから「する」スポーツへ～】
に学ぶ、生涯スポーツ活動のあり方～】
基調講演【パラリンピックに学ユニバーサルスポーツについて】
基調講演【スポーツ・フォー・オール社会の実現】
松尾哲矢（立教大学コミュニティ福祉学部スポーツウェルネス学科教授）
基調講演【スポーツ実施率を上げるための新しい切り口として「ゆるスポーツはスポーツ弱者をなくす」】
師岡文男（上智大学文学部教授）
澤田智洋（一般社団法人 世界ゆるスポーツ協会 代表理事）
実技【ボッチャ】
実例紹介
北原亘（新宿ゆるスポーツ協会）
実技研修【グラウンド･ゴルフ】
古賀稔啓（（一社）日本ユニバーサルボッチャ連盟理事長）
実技研修【刷毛を使ったゆるスポーツ創り】 澤田智洋（前掲）
阿部正幸（東京都グラウンド･ゴルフ協会会長）
渡辺美佐子（（一社）日本ユニバーサルボッチャ連盟常務理事）
講評 新島二三彦（都スポ協会長）
千代田区スポーツ推進委員
港区スポーツ推進委員協議会

9/6 文京シビックセンター（115名）

テーマ【障害者スポーツに係わるスポーツ推進委員の役割 ～障害者スポーツのサポートにお
ける諸問題の解決法を探る～】
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2016年
1,150名
7/3 千代田区スポーツセンター（93名）

9/9 台東区民会館9階ホール（117名）

テーマ【みんなの体操】

ッ
ク
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2015年
1,057名
7/11 港区スポーツセンター（85名）

9/20 すみだリバーサイドホール（119名）

9/3 渋谷区スポーツセンター（153名）
テーマ【東京2020オリンピック･パラリンピック後を見据えたスポーツ推進委
員の役割 ～いつでも、どこでも、だれとでもスポーツを楽しむ地域づくり
～】
テーマ【生涯スポーツ振興とスポーツ推進委員の役割 ～中高年の健康寿命を延ばすためのスポーツの効果～】
全体講義【パラリンピック種目（バドミントン･卓球）の紹介と障がいのある方
の地域スポーツ活動について】
基調講演【中高年の健康寿命を延ばすためのスポーツの効果】
正垣 源（日本障がい者バドミントン連盟）
西崎泰弘（東海大学医学部教授）
小倉理恵（日本障がい者バドミントン連盟）
佐藤泰巳（日本肢体不自由者卓球協会）
第一分科会【見る・支えるスポーツ】
七野一輝（日本肢体不自由者卓球協会）
齊藤隆志（日本女子体育大学教授）
第一分科会【子供のスポーツ活動の充実のために】
第二分科会【生涯出来る安全な筋力トレーニング法（実技）】
星 憲（渋谷区ほんまちクラブ副会長）
三澤 威（日本プロレスメディカルトレーナー、トレーニングディレクター／ミサワ整骨院代表／新日本メディカルトレーナー協会
第二分科会【障がいのある人へのスポーツのきっかけづくり、ともに楽しむ
理事長）
ために】
第三分科会【健康寿命を延ばすための運動、身体活動指導】
廣木美奈（東京都障がい者スポーツ協会地域スポーツ振興課地域ス
黒田恵美子（東海大学医学部客員准教授）
ポーツ係係長）
第三分科会【働き盛り世代のスポーツ習慣定着化のために】
長野 茂（日常ながら運動推進協会代表）
10/17 練馬区職員研修所（103名）
10/29 板橋区グリーンホール（115名）
テーマ【地域活動におけるスポーツ推進委員の役割】
テーマ【障がい者スポーツ振興に向けたスポーツ推進委員の役割 ～各区の状況と東京都スポーツ推進委員協議会が期待する
ことは～】
各区発表【各区における地域活動におけるスポーツ推進委員の役割】
苫米地康雄（板橋区会長）
講演【東京都スポーツ推進委員協議会の考える障がい者スポーツについて】 阿部正幸（都スポ協会長）
西﨑泰司（杉並区副会長）
パネルディスカッション【各区では障がい者スポーツにどの様に取り組んでいるか】
木下 武（豊島区副会長）
＜コーディネーター＞阿部正幸（前掲）
吉田典正（中野区総務部長）
＜パネリスト＞
高田朝美（練馬区副会長）
苫米地康雄（板橋区副会長） 渡邉ひろこ（杉並区会長） 寺門孝史（豊島区会長）
吉田典正（中野区総務部長） 太田雄三（練馬区スポ会会長）
講演【スポーツの文化性･社会性をスポーツ医学と心理学より語る～世界を
講演【聴覚障がいの世界について】
知り、日本の将来を考える～】
齋藤賢司（手話通訳士）
辻 秀一（(株)エミネクロス代表／東京エクレセンス創始者／スポーツドク
ター）
9/12 テクノプラザかつしか（132名）

各区発表【みんなの体操】
（文京区） （北区） （荒川区） （台東区）

講演【目からウロコ！知って得するラジオ体操の深イイ話】
講演【「する・みる・支える」と障がい者スポーツ】
桜田敬子（台東区フィジカルプロデューサー／ＮＰＯ法人全国ラジオ体操連盟指導委員）
臼井二美男（公益財団法人鉄道弘済会 義肢装具サポートセンター義肢
装具士／切断者スポーツクラブ ヘルスエンジェルス代表）
講評
新島二三彦（都スポ協会長）

10/29 タワーホール船堀（130名）

8/26 大田区産業プラザＰｉｏ（156名）

テーマ【障がい者スポーツの普及とスポーツ推進委員の役割について ～オリンピック・パラリンピックとスポー
ツのあり方を考える～】
基調講演【障害者スポーツの推進を通した共生社会の実現について】
松尾哲矢（立教大学コミュニティ福祉学部スポーツウェルネス学科教授）
パラリンピック競技講習会【5区対抗ボッチャ大会】

9/30 セシオン杉並 集会室（84名）
テーマ【運動・スポーツの実施率の向上に向けスポーツ推進委員が出来ること（スポーツ推進委員の役割）～
行動変容ステージモデルをヒントに～】
基調講演【運動・スポーツの実施率の向上に向けスポーツ推進委員が出来ること（スポーツ推進委員の役割）
～行動変容ステージモデルをヒントに～】
岡 浩一朗（早稲田大学スポーツ科学学術院教授）
事例発表＆ワークショップ【各区での運動やスポーツ実施率の向上に向けた取り組み】
木下 武（豊島区副会長）
吉田典正（中野区総務部長）
太田雄三（練馬区会長）
田中さゆり（板橋区総務部長）
吉井隆二（杉並区）
9/2 江東区文化センター3階レクセンター（127名）

テーマ【東京2020オリンピック・パラリンピックを迎えるにあたって】

テーマ

ッ
ク

開催場所

テーマ【コミュニティづくりにおけるスポーツ推進委員の役割 ～前向きにスポーツを楽しむコツ テーマ【子どもの体力向上のためにスポーツ推進委員としての役割】
～】
講演【子どもの体力向上を支える食育について】
講演【前向きにスポーツを楽しむコツ】
鈴木三枝（東京聖栄大学管理営業学科教授）
三浦 浩（ロンドンパラリンピック パワーリフティング日本代表／バークレイズ証券(株)）
田中広美（東京聖栄大学管理営業学科専任講師）
実技講習会【ロコモティブシンドローム予防の実践】
照井英里子（元品川区スポ進）

講演【スポーツと栄養】
吉岡 洋（大塚製薬(株)ニュートラシューテカルズ営業二課課長）

9/13 稲城中央公園総合体育館（95名）

9/12 多摩市立総合体育館（90名）

テーマ【「子どもとスポーツ ～よいスポーツリーダー・指導者とは～】
講演【耐えて勝つ シンキング･ベースボール ～古葉流育成論～】
古葉竹識（公益社団法人少年軟式野球国際交流協会理事長）
講演【競技のドッジボールをして何を学ぶのか？子供･指導者編】
長谷川厚夫（東京都ドッジボール協会理事長）

9/17 八王子市役所（112名）

講演【オリンピック・パラリンピックにおけるおもてなし】
小沢ちあき（全日本空輸株式会社）
講演【トップアスリートから学ぶこと】
瀬戸口仁（ジャーナリスト）
講評
中川義英（都スポ協副会長）

9/16 町田市立総合体育館メインアリーナ（102名）
テーマ【スポーツが支える人生】

テーマ【健康・長寿に関わるスポーツ推進委員の活動 ～各地域でのスポーツ推進委員の活動の課題について～】
第
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テーマ【スポーツ基本法に基づく障害者スポーツへの理解と実践】
講義【スポーツ基本法に基づく障害者スポーツへの理解と実践】
近藤和夫（（公社）都障協地域スポーツ振興室主幹）
テーマ

ッ
ク

実技【ボッチャ／ふうせんバレーボール】
高山浩久（（公社）都障協地域スポーツ振興室室長）
矢壁 彩（（公社）都障協地域スポーツ振興室）
グループワーク【実技を通して得た気付き等について】

開催場所
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テーマ

ッ
ク

テーマ

テーマ

開催場所

ッ
ク

テーマ【障害者スポーツ振興とスポーツ推進委員の役割 ～聞いて・感じる、知らない世界への扉～】

テーマ【地域スポーツ活動の推進に向けたスポーツ推進委員の関わり方
～誰もが楽しめる、気軽なスポーツ～】

講演【世界経験者から学ぶブラインドサッカー】
葭原滋男（ブラインドサッカー“乃木坂ナイツ”代表）
実技【障害のある人と一緒にスポーツを楽しもう ～創意工夫とスポーツ支援上の留意事項～】
近藤和夫（（公社）都障協） 古賀真衣子（（公社）都障協） 矢壁 彩（（公社）都障協）
実技【パラリンピック正式種目ブラインドサッカーを体験してみよう】
＜ゲストプレーヤー＞
ブラインドサッカー“乃木坂ナイツ”
羽村市社会福祉協議会から６名
「卓球、ビーチボールバレー、ラインクップ」

11/15 東大和市役所会議棟（71名）

講演【地域スポーツ振興に向けたスポーツ推進委員の関わり方】
井上まち子（公益社団法人日本ペタンク・ブール連盟上級指導員）
実技【ペタンクを知って楽しもう】
井上まち子（公益社団法人日本ペタンク・ブール連盟上級指導員）

8/29 武蔵村山市総合体育館会議室（76名）

9/17 昭島市 武蔵野会館集会室（69名）

講演【障がい者スポーツとシッティングバレーボールにおける現状と今後に向けて】
真野喜久（（一社）日本パラバレーボール協会会長）

講演【地域におけるスポーツ推進委員の役割 ～スポーツの起源から考える地域スポーツ～】
野村一路（日本体育大学体育学部社会体育学科教授）

テーマ

講演【第２期スポーツ基本計画からみえるスポーツ社会を考える】
川崎登志喜（玉川大学教育学部教育学科主任／体育会陸上競技部部長）

9/2 青梅市役所2階会議室ほか（101名）

テーマ【地域スポーツ振興に向けたスポーツ推進委員の関わり方 ～誰でも気軽にできる、効率的なウォーキ
ング～】
講義【ポールウォーキングについて】
坪井史治（一般社団法人日本ポールウォーキング協会マスタープロコーチ/㈱シナノ営業部）
実技【ポールの使い方を学ぼう】
実技【ポールを使って歩いてみよう】
講評
岡田眞由美（都スポ協副会長）

9/16 くにたち市民芸術小ホール（65名）

基調講演【中高年の健康寿命を延ばすためのスポーツの効果】
柳谷登志雄（順天堂大学大学院スポーツ科学研究科准教授）

講演【生涯スポーツを続けるための新しい身体の使い方 ～東洋的身心論の視点からのアプローチ～】
長谷川智（一橋大学・桐朋学園大学・山梨学院大学日本体育iCLA非常勤講師/羽黒派古修験道先達（二
十度位）/パワーハウス「骨ナビ」シニアディレクター）

実技【中高年の運動機能障害の予防】
グループ討議と発表【研修を受講して考えられる生涯スポーツ振興】
（６つの班に分かれ討議した）

9/20 府中グリーンプラザ（126名）

9/19 調布市グリーンホール（142名）

各市が誇れる特色ある事業への取組み（７年経った今） ～７年経って、変わらないもの、変
わったもの、新しいもの～

テーマ【総合型地域スポーツクラブとスポーツ推進委員 ～地域におけるスポーツクラブとの関わり～】

事例発表
鈴木けい子（府中市副会長） 竹谷正明（調布市副会長） 鈴木美恵（調布市）
市川仁史（調布市） 秋澤恵子（小金井市） 黒堀誠一（小金井市） 島崎まゆみ（小金井市）
浅川三喜夫（国分寺市会長） 松永真理（狛江市） 櫻井 昭（武蔵野市副会長）
國澤嘉代子（三鷹市副会長）

紹介
【町田市スポーツ推進委員会の活動について】
活動報告（実技）
【スポーツdeチャレンジ ～底辺からの脱却、親子で目指そう体力向上～】
マルチトレーニング（トランポリン→ストラックアウト→バスケットボール→ラダー→ラケットボール運び→ドッチ
ビー的アテ→跳び箱・平均台→バー潜り→トランポリン縄跳び）
ボッチャ
ソフトバレー
ラダーゲッター

テーマ【生涯スポーツ振興とスポーツ推進委員の役割 ～中高年の健康寿
命を延ばすためのスポーツの効果～】
テーマ【生涯スポーツを続けるための新しい身体の使い方】

講演【シッティングバレーボールのパラリンピック選手の声を聞いて学ぶ】
竹田賢仁（（一社）日本パラバレーボール協会選手）

ッ
ク
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9/3 あきる野市中央公民館／市民運動広場（103名）

テーマ【地域におけるスポーツ推進委員の役割 ～スポーツの起源から考える地域スポーツ～】
テーマ

開催場所

第
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11/7 福生市さくら会館／福生市営福生野球場（99名）

テーマ【障がい者スポーツとシッティングバレーボールにおける現状と今後に向けて ～シッ
ティングバレーボールのパラリンピック選手の声を聞いて学ぶ～】

開催場所
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グループワーク【スポーツ推進委員による障がい者スポーツの推進】
（８グループに分かれ討議した）

講演【障害者への接し方】
近藤和夫（（公社）都障協主幹）

開催場所

ッ
ク

講義【2020年東京2020オリンピック･パラリンピック開催決定を契機とした多
摩地域の活性化】
小林 勉（中央大学総合政策学部 教授）

テーマ【障害者スポーツとスポーツ推進委員の役割 ～すべての人が楽しめる工夫を凝らした
スポーツ支援～】

ッ
ク

第
８
ブ
ロ

11/1 羽村市スポーツセンター（86名）

テーマ【2020年東京2020オリンピック･パラリンピック開催決定を契機とした
多摩地域の活性化 ～スポーツ推進委員による障がい者スポーツの推進
～】

講義【健康・長寿に関わるスポーツ推進委員の活動】
櫻井尚子（東京慈恵会医科大学大学院医学研究科看護学教授）
多摩市スポ協の活動事例発表
【新春歩こう会】
【各地域、諸団体等の協力事業】
【ニュースポーツ体験事業】
【Let's go スポーツ広場 in ナントヨ】
グループワーク【活動発表で提示された課題について】
（４つの課題について、それぞれ２つの班に分かれ討議した）
まとめ
佐々木雅士（多摩市スポ協会長）

9/17 小金井 宮地楽器ホール（130名）

講演【人々の生活を豊かにする総合型地域スポーツクラブ】
炭谷将史（聖泉大学人間学部准教授）
各市の発表【総合型地域スポーツクラブとスポーツ推進委員 ～地域におけるスポーツクラブとの関わり～】
（調布市） （小金井市） （国分寺市） （狛江市） （武蔵野市） （三鷹市） （府中市）

講評
新島二三彦（都スポ協会長）

7/9国分寺市 本多公民館ホール（130名）

テーマ【市民体力向上におけるスポーツ推進委員の役割･活動 ～質の高 テーマ【パラスポーツの現状と課題】
い指導者の確保･育成～】
講演【パラスポーツの現状と課題～障害者を取り巻くスポーツの現状と課題を理解し効果的なプログラムの提
事例発表
供やスポーツ推進委員の役割について考える～】
北原佳代、延本泰一（小金井市）
マセソン美季（日本財団パラリンピックサポートセンター推進戦略部プロジェクトマネージャー）
森 典子、島貫金雄（国分寺市）
渡辺昭彦（POMBA立川F.C.代表/元国分寺市スポーツ推進委員）
儘田有香里、望月慎一（狛江市）
大谷壽子、風戸勇樹（武蔵野市）
トークセッション【いつでも、どこでも、誰もが参加できるためのスポーツ振興とは・・・？】
是井広則、佐伯 友（三鷹市）
里見民恵（武蔵野市） 浅水政信（三鷹市）
（府中市） 原 寿史（調布市）
深津康人、山川容子、山田登志郎（府中市）
大澤則雄（小金井市） 池田由芽子（狛江市） 森典子（国分寺市）
柴田敏雄、原愼一郎、石井和美（調布市）
講評 新島二三彦（都スポ協会長）

11/1 東村山市民スポーツセンター（56名）

11/7 西東京市スポーツ・文化交流センター（64名）

9/24 東久留米市スポーツセンター（78名）

テーマ【子どもの基礎的運動感覚を育む運動遊びつくり ～子どもへの運動指導に関する理
解を深め、スポーツ推進委員の資質向上を図る～】

テーマ【高齢者や障がい者へのスポーツ推進委員の役割 ～誰でもが楽しめるように工夫をこらした指導をめざして～】

実技
【準備体操：しゃきしゃき体操】 川上泰雄（前掲）
【ENJOY ニュースポーツ】 「ユニカール、ボッチャ、輪投げ」
西東京市スポーツ推進委員

テーマ【障がい者スポーツとスポーツ推進委員 ～障がい者といっしょに楽 テーマ【アダプデッド・スポーツの実践 ～障がい者も楽しく参加できる工夫～】
しむことができるスポーツ～】
実技
講演【障がい者スポーツの取り組み】
【知的障がいがある参加者向けのプログラム例の紹介】
秦 一洋（東京都ソフトバレーボール連盟指導普及委員長）
【既存スポーツを参加者に合わせて修正（アダプテッド）する】
事例発表【ボールで遊ぼう 知的障がい者向けフットサル教室】
加藤達郎（法政大学 兼任講師）
山村妙子（東久留米市スポーツ推進委員会副委員長）
講演【アダプデッド・スポーツとは？】
実技【障がい者と一緒に楽しむことができるスポーツ体験】
加藤達郎（法政大学 兼任講師）
「ソフトバレーボール、障がい者のスポーツ」
講評 島田泰子（都スポ協副会長）

11/28 八丈町商工会研修室（20名）

11/27～28 TKP浜松町ビジネスセンター（23名）

11/25 ニューピア竹芝サウスタワー会議室（36名）

テーマ【これまでの卓球人生の歩み】

テーマ【地域スポーツ活動とスポーツ推進委員の役割 ～地域住民のスポーツニーズに応えられる的確かつ効果的な大会等を
企画・運営するための技法を探る～】

講演【子どもの基礎的運動感覚を育む運動遊びつくり】
吉永武史（早稲田大学スポーツ科学学術院准教授）
実演【子どもへの運動指導について】
東村山市スポーツ推進委員の実演（監修：吉永武史）
「投げる」、「オニ遊び」
分科会【子どもへの運動指導について】（４グループに分かれ運動指導プログラムを作成）
吉永武史（早稲田大学スポーツ科学学術院准教授）

講演【これまでの卓球人生の歩み】
四元奈生美
情報交換・活動報告
（各島）

講演【誰でもが楽しめるように工夫をこらした指導をめざして ～加齢による身体の変化とトレーニング効果～】
川上泰雄（早稲田大学スポーツ科学学術院教授）

講演【地域スポーツ活動とスポーツ推進委員の役割】
木村和彦（早稲田大学スポーツ科学学術院教授）
情報提供 方 住月（東京都広域スポーツセンター）
情報交換・活動報告 （各島）
実技講習【ソフトバレーボールの実技講習】
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9/16 小平市民総合体育館（80名）

11/24 ニューピア竹芝サウスタワー（30名）

テーマ【地域におけるスポーツ推進委員の役割について ～スポーツ現場 テーマ【地域スポーツ活動とスポーツ推進委員の役割】
でのケガの基本的な対処法及びセルフケアについて～】
講演【セルフストレッチとメディカルトレーニングで姿勢改善～正しい姿勢の作り方～】
講演【スポーツ現場でのケガの基本的な対処法及びセルフケアについて】
八子英次（町田スポーツマッサージ整骨院副院長）
八子英次（町田スポーツマッサージ整骨院副院長）
情報提供 公益社団法人 東京都障害者スポーツ協会／ 東京都広域スポーツセンター
実技【テーピング講習】
情報交換・活動報告（各島）

広域地区別研修会
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開催年

2018年

参加者合計
開催場所

第
１
ブ
ロ

テーマ【地域のスポーツ活動とスポーツ推進委員の役割 ～キンボールスポーツを活用した地域スポーツ活動の推進～】
テーマ

ッ
ク

開催場所

第
２
ブ
ロ

開催場所

講演【スポーツを支えるボランティア ～障がい者スポーツの推進に向けて～】
二宮雅也（文教大学人間科学部人間科学科教授）

実技【キンボールスポーツ】 今泉良正（前掲）
講評 島田泰子（都スポ協副会長）

実技【シッティングバレーボール】 一般社団法人日本パラバレーボール協会 男子チーム
講評 山下 慎（一般社団法人日本パラバレーボール協会コーチ）
総括 新島二三彦（都スポ協会長）

9/8 文京区民センター2－Ａ会議室(114名）

9/7 滝野川会館1階大ホール(121名)

テーマ【障害者スポーツイベントの企画・運営 ～スポーツレクリエーション及びスポーツ教室の企画（運営）を考える～】

テーマ【障害者スポーツイベントの企画・運営 ～その後の進展、具体的な取り組みについて～】

各区発表【障害者スポーツイベントの企画・運営 ～スポーツレクリエーション及びスポーツ教室の企画（運営）を考える～】
（北区） （荒川区） （台東区） （文京区）

各区発表【障害者スポーツイベントの企画・運営 ～その後の進展、具体的な取り組みについて～】
（荒川区） （台東区） （文京区） （北区）

講演【知っておこう、障害者スポーツイベントのいろは！】
水原由明（(公財)日本障がい者スポーツ協会推進部部長）

講演【障害のある人のスポーツ活動の生活化に向けて】
髙山浩久（(公社)東京都障害者スポーツ協会東京都障害者総合スポーツセンタースポーツ支援課長）

講評 新島二三彦（都スポ協会長）

講評 中川義英（都スポ協副会長）

9/2 めぐろパーシモンホール小ホール・体育館(96名）

8/31 品川区役所第三庁舎講堂／しながわ中央公園多目的広場／品川区中小企業センタースポーツ室(157名)

テーマ【ホッケー競技を通じたスポーツの振興について】

テーマ

開催場所

テーマ

ッ
ク

開催場所

第
５
ブ
ロ

テーマ【「する」「みる」「支える」「知る」障害者スポーツ ～パラリンピックに向けてスポーツ推進委員ができること～】

テーマ【健康年齢を高めるための身体づくり ～「生涯スポーツを支えるために必要なストレッチ～】

ッ
ク

第
4
ブ
ロ

基調講演【キンボールスポーツを活用した地域スポーツ活動の推進 ～ワールドカップのレガシーをどう活かすか～】
今泉良正（日本キンボールスポーツ連盟理事長）

1,038名
7/6 港区スポーツセンター(80名)

テーマ

ッ
ク

第
３
ブ
ロ

2019年

1,012名
7/7 中央区立総合スポーツセンター2階主競技場(96名）

テーマ

ッ
ク

開催場所

基調講演【健康年齢を高めるための身体づくり】
青山敏彦（NPO法人全国ラジオ体操連盟理事長）

基調講演【ホッケーの普及を通したスポーツ振興について】
藤尾香織（元ホッケー日本代表／品川区2020大会コミュニケーター（専門非常勤職員）／東京ヴェルディ女子ホッケーチーム シニアマ
ネージャー）

実技研修【生涯スポーツを支えるために必要なストレッチ】
佐保 豊（NPO法人スポーツセーフティジャパン代表理事）

実技研修【ホッケー体験・講義】
【ホッケー体験】 藤尾香織（前掲） （一社）東京都ホッケー協会（スタッフ7名）
【ホッケー講義】 河原茂光（(一社)東京都ホッケー協会理事）

9/1 IKE・Bizとしま産業振興プラザ(87名）

10/5 なかのZERO西館小ホール(83名)

テーマ【地域スポーツ活動の推進に向けた、スポーツ推進委員の関わり方 ～ハンディキャップの有無に関わらず、誰もが参加 テーマ【安全で安心できるスポーツ参加を目指して】
できる楽しめるスポーツをめざして～】
講演【スポーツ現場における傷病予防の考え方と安全管理】
講演（トークイベント）【障害者スポーツとスポーツ推進委員の関わり方について】
砂川憲彦（帝京平成大学現代ライフ学部経営マネージメント学科教授）
山田拓朗（パラリンピック水泳選手）
＜進行＞木下 武（豊島区副会長）
＜進行＞木下 武（豊島区スポーツ推進委員副会長）
パネルディスカッション
各区報告・事例発表
テーマ【地域スポーツ活動の推進に向けた、スポーツ推進委員の関わり方】
テーマ【事業参加者の傷病予防、安全管理に関しての取組み】
＜コーディネーター＞松尾哲矢（立教大学副総長）
＜コーディネーター＞砂川憲彦（前掲）
＜各区発表＞
＜各区発表＞
杉下文昭（中野区） 太田雄三（練馬区） 藤田保代（板橋区） 芹澤美香子（杉並区） 佐藤妙子（豊島区）
小澤淳子（中野区） 太田雄三（練馬区） 宮浦晃一（板橋区） 鈴木 靖（杉並区）

松田文子（豊島区）

9/29 足立区役所 庁舎ホール(120名）

9/28 すみだリバーサイドホール イベントホール(117名)

テーマ【障害者スポーツの振興と普及】

テーマ【地域コミュニティの形成におけるスポーツ推進委員の関わり方】

講演【障害者スポーツの現状】
近藤和夫（前東京都障害者スポーツ協会スポーツ振興部長）

講演【やる気を引き出す運動指導】
島田佳久（アシックスランニングクラブコーチ）

講演【ゴールボール日本代表として】
中嶋 茜（ゴールボール元女子日本代表／ロンドンパラリンピック金メダリスト）
展示会【ゴールボール／足立区ニュースポーツ】

トークセッション【障がいのある人もない人も共にスポーツを楽しむためのスポーツ推進委員の役割】
髙山浩久（(公社)東京都障害者スポーツ協会東京都障害者総合スポーツセンタースポーツ支援課長）
各区代表
（葛飾区） （江戸川区） （江東区） （足立区） （墨田区）

講評 中川義英（都スポ協副会長）

総評 新島二三彦（都スポ協会長）

9/15 日野市市民の森ふれあいホール(120名）

9/14 稲城市地域振興プラザ4階会議室(110名)

テーマ【スポーツと医療・福祉の連携に向けての理解と実践】
第
６
ブ
ロ

テーマ【スポーツ未実施者の掘り起こし】
テーマ

ッ
ク

講演【スポーツ未実施者の掘り起こしのための手法 ～スポーツを通じた高齢者の健康増進を中心に～】
河原塚達樹（（公財）日本レクリエーション協会常務理事）
グループワーク【高齢期のスポーツ未実施者掘り起こし作戦を考えよう】
河原塚達樹（前掲）

開催場所

9/1 奥多摩文化会館／登計トレイル／町立古里小学校体育館(92名）

講演【健康長寿のための運動とは？】
河原﨑宏雄（稲城市立病院診療部長兼腎臓内科部長）
講演【介護予防について】
古内真也（稲城市立病院リハビリテーション科理学療法士）
グループワーク【頭と体を使って健康長寿！～Let’sコグニサイズ～！】
吉田 瞳（特定医療法人社団研精会デンマークイン若葉台）
亀田和宏（特定医療法人社団研精会稲城台病院理学療法士）
仲 晃平（特定医療法人社団研精会稲城台病院理学療法士）

9/7 檜原村立檜原小学校 体育館(92名)

テーマ【街づくりとスポ進の役割・活動 ～地域スポーツ活動に通じる健康づくりを考える～】
第
７
ブ
ロ

講演【森林セラピーとスポーツ】
香川隆英（国立研究開発法人森林総合研究所森林管理研究領域）
テーマ

ッ
ク

開催場所

第
８
ブ
ロ

ッ
ク

実技【ガイドウォーク・ヨガ・アロマ作り体験】
森林セラピー認定ガイド（ガイドウォーク）
将口貴美代（ヨガ）
金田有香子（ガイドウォーク）
（一財）おくたま地域振興財団
講評 新島二三彦（都スポ協会長）

第
９
ブ
ロ

ッ
ク

テーマ

開催場所

第
1
0
ブ
ロ

7/27 東大和市役所会議棟第1･2・4・6・7・8会議室(62名)
テーマ【歴史から学ぶスポーツ推進委員の役割 ～地域の実情から考えるスポーツ振興～】

グループ討議
テーマ①【スポーツと地域のみんなを結びつける上での課題や問題点】
テーマ②【スポーツから離れてしまう人へのアプローチ】
テーマ③【異年齢交流について】

テーマ【地域住民のスポーツニーズに応えるスポーツ推進委員の役割 ～成功例・失敗例から学び活かすべき事～】
講演【スポーツ振興・推進とスポーツ推進委員の役割】
堀松英紀（日本ウェルネススポーツ大学非常勤講師）
実技紹介【スポーツけん玉】 田村隆一（狛江市会長） 岩間雅美（狛江市）
各市発表
【キンボール教室の失敗から学んだこと】
飯島富美子（狛江市）
【主催事業ファミリースポーツフェアに於ける成功例、失敗例】
櫻井昭（武蔵野市）
【七転び八起き】
青山尋子（三鷹市）
【ニュースポーツ教室からニュースポーツ体験教室へ変身した例を考察
～参加者の数で成功、失敗というわけではないが、少なすぎるのは問題だ～】 深津康人（府中市）
【ニュースポーツの普及に於ける成功例（ネオホッケー）をドッヂビーに活かす】
原 寿史（調布市）
【ニュースポーツの出前教室における成功例から学んだこと】
森田真澄（小金井市）
【自分に合った運動を実施したことからみつけたもの】
三浦睦子（国分寺市）
講評 岡田眞由美（都スポ協副会長）
9/29 清瀬市コミュニティプラザひまわり(75名）

講演【シナプソロジーについて】
望月美佐緒（(株)ルネサンス常務執行役員／シナプソロジー普及会ディレクター）
テーマ

実技【フラバールバレーに挑戦しよう】
清瀬市スポーツ推進委員
講評
新島二三彦（都スポ協会長）

開催場所

ッ
ク

新島二三彦（都スポ協会長）

9/8 エコルマホール（狛江市民ホール）(118名）

講演【歴史から学ぶスポーツ推進委員の役割 ～地域の実情から考えるスポーツ振興～】
尾崎正峰（国立大学法人 一橋大学大学院社会学研究科教授）
分科会
（１）【各市の成功例と失敗例】
（２）【地域スポーツクラブとの関わり】
（３）【子ども・高齢者のスポーツ振興】
（４）【障がい者のスポーツ振興】
（５）【子育て世代のスポーツ振興】
（６）【各市の事業告知と集客率】
各分科会報告及び講評
尾崎正峰（前掲）

9/7 武蔵野スイングホール（スカイルーム）(117名)
テーマ【スポーツ推進委員の現状と未来 ～観て、聞いて、話して、活動して～共に楽しむ！スポーツ推進委員～】
【今までスポーツをやって来なかった人たちにスポーツを楽しんで貰う方法を提案できるスポーツ推進委員になるには？】
講演【すべての人が楽しめるスポーツの創造と喜びづくり】
松尾哲矢（立教大学コミュニティ福祉学部教授）
ワークショップ
【今までスポーツをやって来なかった人たちにスポーツを楽しんでもらうスポーツ推進委員になるには？】
（１）アイスブレーク（風船バレー）
（２）ミッション【20代～40代の既婚、子育て中の女性を対象として、あまりスポーツに縁のない人たちを誘って
スポーツを楽しんでもらう具体的なプログラム、継続に向けた促しを提案】
・スポーツプログラムのアイデアを個人で作成
・グループディスカッション
・各グループ発表
・フォトセッション
（３）発表
特別賞、会長賞、最優秀賞を決めた
講評 松尾哲矢（前掲）
11/30 東村山市民スポーツスポーツセンター第１体育室・大会議室(60名)

テーマ【誰でも気軽に参加できるニュースポーツ ～子育て世代からのからだを動かしながらゲーム感覚スポーツを～】

ッ
ク
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講演【レク式体力チェックから健康づくりを考える】
渡辺耕司（前掲）
講評 新島二三彦（都スポ協会長）

テーマ【地域のスポーツニーズとスポーツ推進委員の役割 ～地域でのスポーツの楽しみ方を考える～こどもから高齢者まで
～】

講評

開催場所

実技【レク式体力チェック普及指導員講習・実技】
渡辺耕司（一般社団法人新潟県レクリエーション協会専務理事）

7/7 立川市女性総合センター・アイム(57名）

講演【やってみたら元気になる！やってみたら笑顔になる！そんなスポーツのすすめ ～こどもから高齢者まで～】
秋山エリカ（東京女子体育大学教授）
テーマ

テーマ【日常生活から健康づくりを考える～子どもから高齢者まで レク式体力チェックを通じて自分の体力を知る～】

テーマ

テーマ【地域で健康寿命を延ばそう ～健康寿命を延ばすための知識と実技～】
講演【ロコモを学ぼう ～スポーツ推進委員としてできるロコモティブシンドローム予防～】
朱 寧進（多摩北部医療センター整形外科医長）
実技【健康寿命を延ばす正しいウォーキング＆スポーツスタッキング】
大沢香苗（スポーツインストラクター）

11/30 東京都障害者総合スポーツセンター(37名）

11/29 ニューピアサウスタワー竹芝 会議室(39名)

テーマ【障害者スポーツについて】
講義【障害者スポーツとは ～障害のある人のスポーツの実際～】
藤田勝敏（（公社）東京都障害者スポーツ協会スポーツ振興部地域スポーツ振興課課長）
大友奈々美（（公社）東京都障害者スポーツ協会スポーツ振興部地域スポーツ振興課主任）
実技【障害特性に応じたスポーツ体験 ～障害者スポーツ種目体験～】
大友奈々美（前掲）
館内見学【障害のある人のスポーツ活動 ～既存スポーツ実施の工夫～】
藤田勝敏（前掲）
情報交換（事業協力等） （各島）

テーマ【地域のスポーツ活動とスポーツ推進の役割 高齢者や障害者のスポーツ振興 ～スポーツウエルネス吹矢を活用した地域への
普及活動～】
講義【スポーツウエルネス吹矢を活用した地域への普及活動】 高木亀介（日本スポーツウエルネス吹矢協会公認指導委員５段）
実技【出席者全員による日本スポーツウエルネス吹矢実技体験】
都築徳良（東京都スポーツウエルネス吹矢協会会長）
魁生澄雄（東京都スポーツウエルネス吹矢協会副会長）
玉川秀春（日本スポーツウエルネス吹矢協会上級公認指導委員５段）
伊藤和矢（日本スポーツウエルネス吹矢協会国際団体設立準備室長・上級公認指導委員５段）
川俣勇二（日本スポーツウエルネス吹矢協会公認指導委員５段）
情報交換（各島活動報告）
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