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1961
年

1962年
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1964(S39)

1965年

1966年

1967年

1968年

1969年

東京都体育指導委員中央研修会

参加者合計

10/2 岸記念体育館／文化会館 10/3 朝日新聞社

開催場所

区
部
テーマ

地域スポーツ支援研修会（地域スポーツクラブ設立支援研修会／
都中央研修会／都中央講習会を含む）－

？
テーマ

開催場所

4月 九段高校

11月 産経国際ホール

11/20 私学会館

6/4 私学会館

講演・講義・問題提起
【都市における社会体育の進
め方】
【体力づくりと体指】

講演・講義・問題提起
講演・講義・問題提起
【社会構造の変化とスポーツ】
【社会体育の領城と方法】
【体育施設の管理と運営につ
【体力に応じたスポーツの選び
いて】
方】
【一般人のためのサーキットト
【生活に活したトレーニング】
レーニングについて】

講演・講義・問題提起
講演・講義・問題提起
【社会体育の領城と体指活動
【青少年のスポーツ活動のあり
のあり方】
方について】
【レクリエーション活動の指導に
【体育施設の活用について】
ついて】
【スポーツ少年団の現状と問題
【体カテストを生かした一般人
点】
のトレーニング計画の立て方】

9/25 立川ビル

10/12 立川ビル

11/21 立川ビル

講演・講義・問題提起
【都市における社会体育の進
め方】
【体力づくりと体指】

講演・講義・問題提起
講演・講義・問題提起
【社会構造の変化とスポーツ】
【社会体育の領城と方法】
【体育施設の管理と運営につ
【体力に応じたスポーツの選び
いて】
方】
【一般人のためのサーキットト
【生活に活したトレーニング】
レーニングについて】

－

開催場所

市
町
村
部

10/4 文化会館

11/25 中央信用金庫ホール／
安田生命ビル／多摩中央信用
金庫

10/7 立川ビル

5/31 立川商工会議所

講演・講義・問題提起
講演・講義・問題提起
【社会体育の領城と体指活動
【青少年のスポーツ活動のあり
のあり方】
方について】
【レクリエーション活動の指導に
【体育施設の活用について】
ついて】
【スポーツ少年団の現状と問題
【体カテストを生かした一般人
点】
のトレーニング計画の立て方】

9/29 中央信用金庫ホール／安 12/12 電波ビル/国立競技場／
田生命ビル／立川市公民館
立川市公民館

第二回
講義【体育界の動向について】
浅野均一（日本体育協会参与）
第一回
講義【オリンピックについて】
川本信正（スポーツ評論家）

全
域
テーマ

講義【登山について】
羽賀正太郎（日本山岳連盟）
講義【水泳管理の諸問題】
上野徳太郎（日本水泳連盟）

研究協議【体指の活動と資質の
向上について】（地区別に５つの
分科会）
「冬季スポーツと体育指導委
員」
「職場体育を進めるための体育
指導委員のあり方について」
「スキー」
「スケート入門」
全体会議
西田 剛（文部省体育課長）
野沢要助（教育庁体育課長）

講演【ヨーロッパにおける社会体
育の現状をみて ～東京都の社
会体育振興のために～】
講演・講義・問題提起
野沢要助（都教育庁体育課長）
【地域・職域の特性に応じた体
育の指導組織および年間プログ
講義【｢社会体育の現状と振興策
ラムをどのようにするか】
について｣～とくに体指の使命に
ついて～】
研究協議
【中小企業に働らく青少年のス
研究協議【地域にかける社会体
ポーツ活動を促進するため雇傭
育を振興するにはどうしたらよい
主や商店会等との連携方法およ
か】
びプログラムをどのようにするか】

講演・講義・問題提起
【青少年スポーツ集団につい
て】
【スポーツ少年団の育成と指導
について】

－

－

12/13見学【駒沢オリンピック競
技場】

実技指導
（体育課職員）
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地域スポーツ支援研修会

1970年

1971年

1972年

1973年

1974年

1975年

1976年

480名

477名

1977年

1978年

1979年

東京都体育指導委員中央講習会

329名

参加者合計

5/25 中野公会堂（181名）

開催場所

6/28 品川区荏原文化センター
6/12 豊島区南大塚社会教育会館（323名） 6/18 文京区民センター
（180名）

講演【1970年代後半における体
指の役割】
講演【スポーツ教室の現代的意
早川芳太郎（文部省スポーツ課
義のあり方】
主任体育官）
早川芳太郎（文部省スポーツ課
主任体育官）
事例発表
【学校開放と体指】
事例発表
杉浦義治（台東区体指）
【学校開放と体指の役割】
【運動指導員派遣制度と体指】
（世田谷区）
沢田 孝（立川市教委体育係
【スポーツ教室からスポーツグ
長）
ループ育成】
【スポーツグループの育成と体
（大田区）
指】
大野茂三郎（世田谷区体指）

区
部
テーマ

6/17 中央区日本橋公会堂

講演【社会体育の今後とスポーツクラブのあ
り方について】
早川芳太郎（文部省スポーツ課主任体育 講演【中高年の健康づくりと運動
官）
処方】
講演【コミュニティーの形成と体
阿久津邦男（専修大学教授） 育・スポーツ】
研究協議【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指の役 研究協議【地域住民の自主的ス 研究協議【地域スポーツの指導
割】
ポーツ活動を推進するため体指 整備を巡る体指の役割につい
町山宏吉（豊島区教育委員会体育課長） は何をなすべきか】
て】
事例発表【委員会別事業分担と地域住民と
の結びつき】
斉藤 直（豊島区体指会会長）
宮原真一（第一専門委員会委員長）
中村信一（第二専門委員会委員長）
伊藤金夫（第三専門委員会委員長）
今井章二（広報委員会委員長）

パネルディスカッション【中高年
の健康と体指】
「地域にスポーツクラブの芽を」
ファミリー体力つくり教室と「さわ
やかクラブ」の誕生

6/19 八王子市民体育館（154名）

7/2 府中市福祉会館児童ホール7/1 小金井市公会堂

6/16 足立区総合スポーツセンター（２３１名）

講演【体力づくりのための運動処
方について】
栗本閲夫（順天堂大学体育学
部教授）
研究協議【健康、体力づくりの普
及とその振興方策】
阿部定博（足立区体育課長）
吉岡信太郎（足立区体指）

事例発表【スポーツ教室と自主
グループづくり】
事例発表【ファミリー単位のス
事例発表【地城における初心者
ポーツ振興方策】
スポーツ教室と体指】
事例発表【スポーツクラブからク
ラブ連合への発展とその活動】

－
6/1 立川市中央公民館（148名）

開催場所

市
町
村
部

講演【1970年代後半における体
指の役割】
本島 寛（全国体指協議会会 講演【スポーツ教室の現代的意
長）
義のあり方】
大木昭一郎（文部省スポーツ
事例発表
課）
【学校開放と体指】
福山真介（小金井市教委社 事例発表
会体育係長）
【学校開放と体指の役割】
【運動指導員派遣制度と体指】
（日野市）
沢田 孝（立川市教委体育係 【スポーツ教室からスポーツグ
長）
ループ育成】
【スポーツグループの育成と体
（八王子市）
指】
村上克己（三鷹市体指）

テーマ

開催場所

5/3 東京体育館

講演【スポーツ外傷の応急処置】
全
域
テーマ

6/21 立川市中央公民館（300
名）

講演【体カテスト事後指導につい
て】
講演【体指の使命について】
見学【日ソ対抗女子バレーボー
ル試合】

5/19 東京体育館

講演【家庭婦人とスポーツ】
石河利寛（順天堂大学教授）

講演【体力づくりのための運動処
方について】
栗本閲夫（順天堂大学体育学
部教授）
研究協議【健康、体力づくりの普
及とその振興方策】
石井菊次郎（三鷹市体育課長
補佐）
河合恵美（三鷹市体指）
事例発表【ファミリー単位のス
ポーツ振興方策】
事例発表【スポーツクラブからク
ラブ連合への発展とその活動】

5/20 オリンピック記念青少年総
6/16 全国勤労青少年センター
合センター

講演【都市スポーツ推進役として
の体指の役割】
講演【保健体育審議会答申と体
武笠康雄（東京農工大教授）
指への期待】

事例発表
【学校施設を利用した体指の活
動】
佐藤忠義（台東区体指）
講演【これからの体育指導委員】 【社会体育施設を中心とした体
本島 寛（都体指協会長）
指の活動】
澤登貞行（三鷹市体指）
見学【日ソ対抗男子バレーボー
ル】
報告【都体指協の役割と活動に
ついて】
本島 寛（都体指協会長）
講演【家庭体育とその振興策】
飯塚鉄雄（都立大学教授）

講演【社会体育の今後とスポーツクラブのあ
り方について】
早川芳太郎（文部省スポーツ課主任体育 講演【中高年の健康づくりと運動
官）
処方】
講演【コミュニティーの形成と体
阿久津邦男（専修大学教授） 育・スポーツ】
研究協議【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指の役 研究協議【地域住民の自主的ス 研究協議【地域スポーツの指導
割】
ポーツ活動を推進するため体指 整備を巡る体指の役割につい
斉藤源吾（八王子市教育委員会体育課
は何をなすべきか】
て】
長）
パネルディスカッション【中高年 事例発表【スポーツ教室と自主
事例発表【ファミリーの健康・体操】
の健康と体指】
グループづくり】
松崎正次（八王子市体育指導委員会会
「地域にスポーツクラブの芽を」 事例発表【地城における初心者
長）
ファミリー体力つくり教室と「さわ スポーツ教室と体指】
やかクラブ」の誕生
施設見学
金子安太郎（市民体育館館長）

6/23 三鷹市公会堂（１８３名）

討議【現代にかける体育、スポー
ツの意義と体指への期待】
「体育・スポーツは“激動の時
代”をどう生きるか」
「住民スポーツ展開の基礎と体
指体制」
「都体指ブロック研究会のテー
マ等について」
「体指の新しい任務」

－
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地域スポーツ支援研修会

1980年

1981年

1982年

1983年

1984年

1985年

1986年

1987年

1988年

1989年

東京都体育指導委員中央講習会（共催事業）

東京都体育指導委員中央研修会（新任体指研

参加者合計

開催場所

6/28 練馬区公会堂（３４９名）

講演【年齢とスポーツ】
宮下充正（東京大学助教授）
区
部
テーマ

市
町
村
部

テーマ

講演【健康なからだづくり ～ト
レーニングと血圧～】
小山内 博（労働科学研究所
部長）

講演【地域スポーツ活動の振興
と体指の役割について】
杉山重利（文部省専門員）

提言【地域における健康、体力
問題提起【地域スポーツ振興とス 問題提起【地域スポーツ振興に
づくりの普及と体指の役割】
ポーツ指導者のあり方について】 おける学校開放のあり方と体指
天野文男（練馬区教育委員会
岡 毅（品川区教育委員会体 の役割】
社会体育課長）
育課長）
長谷川章（渋谷区社体課長）
事例発表【住民のスポーツ活動
の推進と体指の役割】
佐々木光雄（練馬区体指）

開催場所

6/20 荏原文化センター（230名） 6/26 岸記念体育館（225名）

事例発表【地域スポーツレクリ
研究協議【少年スポーツ活動の
エーションクラブの育成と体指の 推進について】
役割】
長塚 将（渋谷区体指）
小原 直（品川区体指）

6/18 豊島区民センター

事例発表【コミュニティスポーツ
推進と体育指導委員の役割】
椎木琇蔵（東村山市体指）
上村耕一郎（東村山市体指）

講演【地域スポーツ活動の振興
と体指の役割について】
内藤 隆（都体育課長）
【地域スポーツ振興と体指の役
割について】
栗原友治（三鷹市体育課長）

研究協議【地域スポーツ活動の
事例発表【地域スポーツクラブの
活発化について】
育成と体指の役割】
福沢利三郎（調布市体指）
荒井辰雄（福生市体指）

6/21 大田区産業会館

講義【地域スポーツの振興と体
講演【青少年のスポーツ】
指の活動～地域における保健活
正木健雄（日本体育大学教授）
講演【ドーバ海峡横断に挑戦し
動とスポーツ活動～】
て】
竹内達夫（荒川保健所長）
問題提起【ファミリースポーツの
大貫英子（フリーライター）
問題提起【住民のスポーツに関
推進と体指の役割～少年スポー
提言【地域スポーツの振興と体
する意識】
ツ活動推進と体指の役割～】
研究協議【人生80年代を迎え体
指の活動】
新土正雄（大田区主査）
原 光昭（豊島区体育課長）
指に求められるもの】
石浦基安（目黒区社会体育課
戸上進吾（新宿区社体課長）
長）
座談会【体育指導委員活動】
研究協議【ファミリースポーツの
推進と体指の役割～少年スポー
事例発表【人生80年時代を迎
研究協議【地域スポーツクラブの
ツ推進の現状～】
え】
育成と体指の活動】
（豊島区）
雨宮（目黒区）

6/21 東村山市民センター（１８０名）
6/27 福生市商工会館（200名） 6/26 福生市商工会館（180名） 6/25 狛江市民センター

講演【中・高齢者のトレーニング
について】
講演【健康なからだづくり】
石井喜八（日本体育大学教授） 小山内 博（労働科学研究所
部長）
提言【地域における健康、体力
づくりの普及と体育指導委員の 研究協議【心身障害者のスポー
役割】
ツ活動への参加】
小野征弘（東村山市教育委員
浜野 満（福生市教育委員会
会体育課長）
社会体育係長）

6/16 都立教育研究所（258名） 6/15 新宿スポーツセンター

6/23 国分寺市本多公民館（220名）
6/22 国立市役所

講義【地域スポーツの振興と体
指の活動～地域における保健活
講演【ドーバ海峡横断に挑戦し
動とスポーツ活動～】
て】
竹内達夫（荒川保健所長）
【ファミリースポーツの推進と体指
大貫英子（フリーライター）
の役割～少年スポーツ活動推進
提言【今後の社会体育のあり方と
と体指の役割～】
研究協議【人生80年代を迎え体
体指の役割】
遠藤勝正 （狛江市社教主事）
指に求められるもの】
清水 武（国分寺市社会教育
小山 隆（青梅市体育課長）
課長）
研究協議【ファミリースポーツの
推進と体指の役割～少年スポー
事例発表【人生80年時代を迎
研究協議【高齢者の健康を求め
ツ推進の現状～】
え】
て】
（狛江市）
深瀬茂夫（国分寺市）
講演【青少年のスポーツ】
正木健雄（日体大教授）

6/28 調布市役所

6/20 品川（東京都南部）労政会館
6/18 文京区民センター（150名位）
6/17 東京都勤労福祉会館（約300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】
問題提起【これからの体指活動 事例発表【私の体験（練馬区）】
～個人として、組織として、指導
船田茂男（都体指協理事長）
者として～】
佐藤鉄太郎（都社会教育主事） 事例発表【体験と足立区の活動
内容】
討論会【これからの体指活動】
大渕（足立区体指）
＜司会＞佐々木義雄（練馬区
教育委員会体育課教育主事）
講演【新聞記者から見たスポー
＜登壇者＞地区から4名
ツ界】
渡邊邦雄（朝日新聞編集委員）

6/27 八王子労政会館

6/25 武蔵野公会堂

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】
問題提起【これからの体指活動
～個人として、組織として、指導
問題提起【住民のスポーツに関
者として～】
する意識】
佐藤鉄太郎（都社会教育主事）
斉藤弥生（府中市社教指導委
員）
討論会【これからの体指活動】
＜司会＞竹内 悟（国分寺市
座談会【体育指導委員活動】
社会体育課）
＜登壇者＞地区から4名

講演【日米昨今のスポーツ事情
～ランニング・ウォーキングをめ
ぐって～】
下条由紀子（ランナーズ編集
長）
事例発表【私の体験】
澤登貞行（都体指協副会長）
事例発表【私の体験】
石川博也（日野市体指・副議
長）

講演【体育指導委員の組織的活
動の在り方について】
北森義明（順天堂大学教授）
実態報告【体育指導委員に期待
すること】
荻野芳廣（立川市体協会長）
研究協議【体育指導委員の役
割】
＜パネラー＞
北森義明（前掲）
荻野芳廣（前掲）
児玉正次（都体指協副会長）

6/10 多摩市公民館ホール（約200名）

講演【体育指導委員の組織的活
動の在り方について】
大鋸 順（電気通信大学助教
授）
意見発表【体育指導委員に期待
すること】
中村忠永（渋谷永川地区体育
会副理事長）
研究協議【体育指導委員の役
割】
＜パネラー＞
大鋸 順（前掲）
澤登貞行（都体指協副会長）
中村忠永（前掲）

11/22 日本青年館（800有余名）

＜体育指導委員制度発足30周
年記念＞式典及び講演

－

－

講演【21世紀への展望 ～体育
指導委員に望む～】
岡野俊一郎（日本オリンピック
委員会総務主事）
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地域スポーツ支援研修会

地域スポーツ支援研修会（地域スポーツクラブ設立支援研修会／都中央研修会／都中央講習会を含む）
1990年

1991年

1992年

1993年

1994年

1995年

1996年

1997年

1998年

東京都体育指導委員中央研修会（新任体指研修を含む）

1999年
東京都体育指導委員中央研修会（新任体指研修）

参加者合計

開催場所

4/27 東京体育館

4/17 東京体育館

【初任者研修】

テーマ【高齢化・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】

講演【新しいスポーツライフの展
開～ニュースポーツ普及の現状
と課題～】
押塚登貴夫（日レク組織開発
本部長）

区
部
テーマ

？

シンポジウム【体育指導委員の
ニュースポーツへの関わり】
＜発表者＞
赤丸光紀（渋谷区）
長谷川 威（江東区）
人見和子（新宿区）
＜司会＞
武藤健男（事業部長）

6/23 武蔵野公会堂

テーマ【高齢化・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】

市
町
村
部

テーマ

講演【新しいスポーツライフの展
開～ニュースポーツ普及の現状
と課題～】
押塚登貴夫（日レク組織開発
【体育指導委員制度と基本的役 本部長）
割】
粂野 豊（天理大学教授）
シンポジウム【体育指導委員の
ニュースポーツへの関わり】
＜研究協議＞
＜発表者＞
【東京都における体育指導委員
岡野正義（東久留米市）
の現状と課題】
佐々木清美（日野市）
都体指協理事長（小川 弘）
吉野チエ（福生市）
＜司会＞
深瀬茂夫（都体指協副理事長）

－

テーマ【余暇時間の増大と体育
指導委員の役割を再考する】
講義【地域におけるスポーツ活
動と体指の役割】
熊谷 康（都レク理事長）

研究協議【高齢化・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】

講義【スポーツクラブ育成と体指
の役割】
澤登貞行（都体指協会長）

体験発表【体育指導委員活動紹
介（体育指導委員に任命され
て）】
＜発表者＞各市町村体指

講義【東京都のスポーツ振興策
と体育指導委員】
佐藤鉄太郎（都社会体育担当
課長）
研究協議【体育指導委員の研修
を考える】

事例発表【各区市町村の活動の
紹介】

5/21 豊島区民センター

講演【豊かなスポーツライフを楽
しむために】
吉田正志（日レク専務理事）

－
6/7 都立多摩社会教育会館

＜テーマ＞21世紀に求められる体指の役割を
考える
講義【最近の施策にみる生涯スポーツ振興の
動向】
鈴木知幸（都主任社会教育主事）
事例発表【体育指導委員活動の可能性を広げ
る】
「身障者の活動と体育指導委員」
森田義彦（三鷹市）
「青少年の活動と体育指導委員」
緒方正幸（府中市）

6/29 府中市生涯学習センター 12/13 四谷区民ホール

6/27 都民ホール

メインテーマ【新たなスポーツ環境の創造を目
指すための体育指導委員の役割】
＜体育指導委員制度発足４０周年記念＞東京
＜テーマ＞余暇時間の増大と体 都体育指導委員研修大会
講演【体育指導委員の40年のあゆみと役割】
育指導委員の役割を再考する
柳沢和雄（筑波大学体育科学系助教授）
パネルディスカッション【二十一世紀の体育指
講演【学校・家庭・地域が連携し 導委員に期待するもの】
研究協議【区市町村行政が体育指導委員に
た子どものスポーツ活動】
＜コーディネーター＞
期待する役割】
永島惇正（東京芸術大学教授） 鈴木知幸（都教育庁体育部副参事）
大竹弘和（新宿区教育委員会スポーツ振興
＜パネラー＞
課社会教育主事）
講義【スポーツ振興法から見た
岩下博一（新宿区スポーツ振興課長）
菊入 薫（足立区教育委員会社会体育課主
今後の行政課題】
落合 優（横浜国立大学教授）
任主事）
鈴木知幸（都スポーツ振興課
杉山 茂（長野オリンピック放送機構マネー
堀松英紀（羽村市教育委員会社会体育主
課長補佐）
ジングディレクター）
事）
吉岡信太郎（足立区体指）
情報提供
澤登貞行（都体指協会長）

テーマ【余暇時間の増大と体育
指導委員の役割を再考する】
－

「青少年の活動と体育指導委員」
浅香 茂（江東区）

－
6/10 武蔵野総合体育館

講義【体育指導委員のための地
域スポーツ経営学】
柳沢和雄（筑波大学講師）

4/26 国分寺市いづみホール

事例発表【体育指導委員活動の可能性を広げ
る】
「身障者の活動と体育指導委員」
武内撻郎（板橋区）

事例発表【各区市町村の活動の
紹介】

－

【初任者研修】
＜講演・講義・問題提起＞
【スポーツ行政の基礎知識】
大木昭一郎（筑波大学教授）

講義【最近の施策にみる生涯スポーツ振興の
動向】
鈴木知幸（都主任社会教育主事）

講義【スポーツクラブ育成と体指
の役割】
澤登貞行（都体指協会長）

体験発表【体育指導委員活動紹
介（体育指導委員に任命され
て）】
＜発表者＞各区体指

4/24 武蔵野総合体育館

＜テーマ＞21世紀に求められる体指の役割を
考える

講義【地域におけるスポーツ活
動と体指の役割】
熊谷 康（都レク理事長）

研究協議【高齢化・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】

5/18 日野市民会館

6/28 東京体育館

テーマ【余暇時間の増大と体育
指導委員の役割を再考する】

講義【体育指導委員のための地
域スポーツ経営学】
柳沢和雄（筑波大学講師）

－
開催場所

6/24 東京体育館

－

講義【これからの体育指導委員
に求められるもの】
柳沢和雄（筑波大学講師）
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6/26 都庁第一本庁舎大会議室

テーマ【都における総合型地域スポーツクラブづくりと
体育指導委員の役割】
講演【諸外国におけるスポーツクラブの現状と日本に
おけるスポーツクラブづくりの課題】
木村和彦（早稲田大学スポーツ科学部助教授）
事例発表【中央区における体育指導委員の事業展開
の現状と課題】
高緑 正（中央区体指協事業推進部長）
情報提供
鈴木知幸（都教育庁体育部主任社会教育主事）
澤登貞行（都体指協会長）
野地俊夫（平成12年度関東体育指導委員研究大
会東京大会準備委員長）

地域スポーツ支援研修会

2000年

2001年

2002年

2003年

2007年

2004年 2,005 2,006

2008年
地域スポーツクラブ設立支援研修会(受託事業)

参加者合計

研修 ２ （全ての体指）

研修 １ （幹部研修）
12/16 港区勤労福祉会館

開催場所

20/1/19 文京区民センター
講義【地域スポーツクラブの設立と育成に向けて】
＜講師＞
木村和彦（早稲田大学教授）
１ブロック
２ブロック

パネルディスカッション【クラブ設立と地域への効果】
＜パネリスト＞
U＆Uクラブ（足立区）
にしはらスポーツクラブ（西東京市）
講義【スポーツ環境の重要性･地
域スポーツクラブの必要性と体 20/1/26 品川区荏原文化センター
講義【地域スポーツクラブの設立と育成に向けて】
育指導委員の役割】
＜講師＞
＜講師＞
野川春夫（順天堂大学教授）
木村和彦（早稲田大学教授）
東京都地域スポーツクラブ設 ３ブロック
１１ブロック パネルディスカッション【クラブ設立と地域への効果】
立支援協議会委員
＜パネリスト＞
U＆Uクラブ（足立区）
グループワーキング【講義内容を
東深沢スポーツ・文化クラブ（世田谷区）
基にした地域スポーツ環境の課 20/3/8 足立区勤労福祉会館
題について討議】
講義【地域スポーツクラブの設立と育成に向けて】
＜講師＞
柳澤和雄（筑波大学教授）

区
部
テーマ

５ブロック

－
20/1/20 牛込箪笥地域セン
ター

開催場所

研修 １ （全ての体指）
9/27 赤坂区民センター

21/1/24 千代田区スポーツセンター
演習１【クラブづくりのシミュレーション（グループごとクラ
ブ設立案を作成）】
Ａ（区部：
＜講師＞
未設置全
野川春夫（順天堂大学教授）
講義【地域スポーツクラブの普
区）
順天堂大学大学院生／研究生
及、設立および育成を推進する
ための研修】
21/2/14 千代田区スポーツセンター
＜講師＞
演習2【クラブづくりのシミュレーションにより作成したクラ
柳沢和雄（筑波大学教授）
ブ設立案を検証、発表】
＜講師＞
パネルディスカッション【地域ス
野川春夫（順天堂大学教授）
ポーツクラブづくりについて】
順天堂大学大学院生／研究生
＜パネリスト＞
U＆Uクラブ
はむすぽ
21/1/17
スポーカル六本木
クラブ視察【Ｕ＆Ｕクラブ】
＜講師＞
野川春夫（順天堂大学教授）

パネルディスカッション【クラブ設立と地域への効果】
＜パネリスト＞
東深沢スポーツ・文化クラブ（世田谷区）
調和SHC倶楽部（調布市）

20/2/16 なかのZEROホール

10/4 武蔵野市民文化会館

講義【地域スポーツクラブの設立と育成に向けて】
＜講師＞
柳澤和雄（筑波大学教授）

市
町
村
部

－
テーマ

6/24 都庁第一本庁舎大会議室（221名）
6/23 都庁第一本庁舎五階大会議室
6/22 都庁第一本庁舎五階大会議室
6/28 都庁第一本庁舎五階大会議室

テーマ【地域社会が求めるこれ
からの体育指導委員の活動】

20/2/24 牛込箪笥地域セン
ター

講義【地域スポーツクラブの普
及、設立および育成を推進する
ための研修】
＜講師＞
野川春夫（順天堂大学教授）
順天堂大学大学院生／研究生
パネルディスカッション【地域ス
ポーツクラブづくりについて】
＜パネリスト＞
東深沢スポーツ・文化クラブ
はむすぽ
三鷹ウエスト

21/1/31 立川市柴崎学習館
演習１【クラブづくりのシミュレーション（グループごとクラ
Ｂ（市町村
ブ設立案を作成）】
部：8ブロッ
＜講師＞
ク／9ブ
木村和彦（早稲田大学教授）
ロック／10
早稲田大学大学院生／研究生
ブロック）
21/2/21 立川市柴崎学習館
演習2【クラブづくりのシミュレーションにより作成したクラ
ブ設立案を検証、発表】
＜講師＞
木村和彦（早稲田大学教授）
早稲田大学大学院生／研究生
21/1/17
クラブ視察【東深沢スポーツ・文化クラブ】
＜講師＞
柳沢和雄（筑波大学教授）
筑波大学大学院生／研究生
21/2/7 府中市学習センター
Ｃ（市町村 演習１【クラブづくりのシミュレーション（グループごとクラ
部：6ブロッ ブ設立案を作成）】
ク／7ブ
＜講師＞
ロック）
柳沢和雄（筑波大学教授）
筑波大学大学院生／研究生
21/2/28 府中市学習センター
演習2【クラブづくりのシミュレーションにより作成したクラ
ブ設立案を検証、発表】
＜講師＞
柳沢和雄（筑波大学教授）

11/8 新宿区立四谷中学校

テーマ【生涯スポーツの新たなる
幕開け】

パネルディスカッション【国のス
講演【地域スポーツ振興と体育
ポーツ振興基本計画及び東京ス
指導委員の役割】
ポーツビジョンの中間まとめにつ 講義【地域スポーツ行政の変遷
杉田賢治（武蔵野市教育委員
いて】
と体育指導委員の役割】
会体育課長）
＜コーディネーター＞
柳澤和雄（筑波大学体育学科
鈴木知幸（都教育庁体育部 系助教授）
講演【総合型地域スポーツクラブ
主任社会教育主事）
と体育指導委員の役割】
＜パネラー＞
情報提供
佐々木義雄（練馬区教育委員
杉山 茂（スポーツプロ
【東京都における地域スポーツ
会スポーツ振興課）
デューサー）
クラブの育成状況と広域スポー
長登 健（文部科学省スポー ツセンター事業について】
シンポジウム【体育指導委員の
ツ・青少年局生涯スポーツ課ス
福澤文雄（都教育庁生涯学
役割と課題】
ポーツ指導専門官）
習スポーツ部スポーツ振興課地
中村静枝（都体指協女性委員
中井 嶷（都体指協副会長） 域スポーツ担当係長）
長）
【東京都における体育指導委
野地俊夫（都体指協副会長）
研修会【総合型地域スポーツクラ 員の活動状況について】
深瀬茂夫（（社）全国体育指導
ブに関する問題の意見交換】
深瀬茂夫（体指協会長）
委員連合事務局長）
情報提供
鈴木知幸（都教育庁体育部主
任社会教育主事）

４ブロック
１０ブロック パネルディスカッション【クラブ設立と地域への効果】
＜パネリスト＞
東深沢スポーツ・文化クラブ（世田谷区）
U＆Uクラブ（足立区）
講義【スポーツ環境の重要性･地
20/2/2
武蔵野公会堂
域スポーツクラブの必要性と体
講義【地域スポーツクラブの設立と育成に向けて】
育指導委員の役割】
＜講師＞
＜講師＞
木村和彦（早稲田大学教授）
野川春夫（順天堂大学教授）
東京都地域スポーツクラブ設 ６ブロック
９ブロック
パネルディスカッション【クラブ設立と地域への効果】
立支援協議会委員
＜パネリスト＞
調和SHC倶楽部（調布市）
グループワーキング【講義内容を
にしはらスポーツクラブ（西東京市）
基にした地域スポーツ環境の課 20/3/1 福生市民会館
題について討議】
講義【地域スポーツクラブの設立と育成に向けて】
＜講師＞
柳澤和雄（筑波大学教授）
７ブロック
８ブロック パネルディスカッション【クラブ設立と地域への効果】
＜パネリスト＞
調和SHC倶楽部（調布市）
にしはらスポーツクラブ（西東京市）

研修 ２ （未設置地区の体指）
21/1/10
クラブ視察【にしはらスポーツクラブ】
＜講師＞
野川春夫（順天堂大学教授）

講義【地域スポーツクラブの設
立・育成と体育指導委員の役割】
木村和彦（早稲田大学人間科
学部教授）
情報提供
【東京都における地域スポーツ
クラブの現状と広域スポーツセン
ター事業】
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）
【東京都における体育指導委
員の現状と課題】
深瀬茂夫（体指協会長）

講義【スポーツ環境の重要性･地
域スポーツクラブの必要性と体
育指導委員の役割】
＜講師＞
野川春夫（順天堂大学教授）
東京都地域スポーツクラブ設
立支援協議会委員

-

グループワーキング【講義内容を
基にした地域スポーツ環境の課
題について討議】

11/29 中野区役所会議室
講義【地域スポーツクラブの普
講義【クラブマネジメントについて】
及、設立および育成を推進する
＜講師＞
ための研修】
野川春夫（順天堂大学教授）
＜講師＞
A・B・C合
順天堂大学大学院生／研究生
木村和彦（早稲田大学教授） 同
21/1/10
パネルディスカッション【地域ス
クラブ視察【にしはらスポーツクラブ】
ポーツクラブづくりについて】
＜講師＞
＜パネリスト＞
野川春夫（順天堂大学教授）
にしはらスポーツクラブ
はむすぽ
スポーカル六本木

情報提供
深瀬茂夫（都体指協会長）
坂井田栄二（都スポーツ振興
課課長補佐）
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地域スポーツ支援研修会

2009年

2010年

2011年

2012年

2013年

308名

313名

2014年

地域スポーツ支援研修会（受託事業）
参加者合計

開催場所

区
部
テーマ

開催場所

市
町
村
部

テーマ

研修 １ （全ての体指）
22/1/9 港区区民センター

261名

研修 ２ （未設置地区の体指・行政担当）
22/1/17､2/17､3/10 千代田区スポーツセン
ター

23/1/8 都庁都議会議事堂・都民ホール（144名）

405名
24/1/28 港区・高輪区民センター（128名）

25/2/2 港区・高輪区民センター大ホール（134名）26/2/1 高輪区民センター大ホール（105名）

講義【「地域スポーツクラブ設立の必要性、
意義の再認識と関係団体との協働】
＜講師＞
野川春夫（順天堂大学教授）
研修【地域スポーツクラブの育成と設立に向け
順天堂大学大学院生／研究生
て】
＜講師＞
パネルディスカッション
野川春夫（順天堂大学教授）
＜パネリスト＞
順天堂大学大学院生／研究生
田口真知子（墨田区：両国倶楽部 クラ
ブマネジャー）
＜テーマ＞
山中實二（葛飾区：こやのエンジョイくら
【研修の目的と意義、課題】
ぶ）
【クラブづくり（グループセラピー）】
澤井 翼（目黒区：NPO法人スポルテ目
【クラブマネジメント「クラブづくり演習」「グ
黒 理事長）
ループワーク」「仮想クラブ設立案発表」】
岸 弘之（豊島区：西巣鴨中学校地域ス
ポーツクラブ 副委員長）
古家米雄（八王子市：第三地区スポーツ
クラブ 運営委員長）

講義【地域におけるスポーツ推進委員と障害者ス
講義【地域の活性化とスポーツ振興～生涯スポー ポーツ～障害者スポーツの現状とこれからの地域
講義【地域の活性化とスポーツ振興～体育指導委
ツの新たな時代にスポーツ推進委員が進む方向 スポーツ～】
講義【「ライフステージに応じたスポーツ活動支援」～
員が地域のコーディネーターとしての役割を果たす
は～】
大久保春美（(公財)日本障害者スポーツ協会技 働き世代、子育て世代を中心として～】
ためのヒントとは～】
松岡宏高（早稲田大学スポーツ科学学術院准教 術委員会委員長）
間野義之（早稲田大学スポーツ科学学術院教授）
原田宗彦（早稲田大学スポーツ科学学術院教授）
授）
トークセッション
トークセッション【ライフステージに応じたスポーツ活動
パネルディスカッション
トークセッション【広域地区別研修会を考える～資 【障害者スポーツへの取り組みを考える～各地域 支援を考える】
【地域のコーディネーターとして／マネジメント能力
質の向上を目指す地域の取り組みは～】
の現状と課題～】
＜語り手＞
／スポーツ立国戦略】
＜聞き手＞
＜聞き手＞
小林敦子（中央区スポ協広報部長）
＜コーディネーター＞
中川義英（都スポ協情報委員長）
牧野壽義（都スポ協企画総務委員長）
白鳥宗一（文京区スポ会会長）
小峰 隆（都体指協研修委員長）
＜パネリスト＞
＜語り手＞
西澤 明（墨田区スポ協広報プロジェクトチーフ）
山田和男（都体指協副研修委員長）
松島直樹（千代田区スポ進）
矢本敏実（(公社)都障協）
森井正昭（品川区スポ協研修部長）
＜パネリスト＞
清水友美（荒川区スポ進）
金子和子（新宿区スポ進）
木下克美（中野区スポ協会長）
小内清子（港区体指）
渡辺義太（大田区スポ進）
笛田美智子（台東区スポ進）
＜コーディネーター＞
白鳥宗一（文京区体指会会長）
飯島典子（杉並区スポ進）
小林茂世（目黒区スポ進）
小峰 隆（都スポ協研修委員長・昭島市）
飯ヶ谷美恵（足立区体指）
朝香 茂（江東区スポ進）
木津美佳（豊島区スポ進）
渡辺文子（西東京市体指）
廣瀬立男（足立区スポ進）
濱崎祥三（北区スポーツ施策推進担当課長）

12/5 武蔵野市民会館

23/1/22 武蔵野公会堂（115名）

22/1/13､1/27､2/10 武蔵野公会堂会議室

講義【「地域スポーツクラブ設立の必要性、
意義の再認識と関係団体との協働】
＜講師＞
木村和彦（早稲田大学教授）
研修【地域スポーツクラブの育成と設立に向け
て】
パネルディスカッション
＜講師＞
＜パネリスト＞
野川春夫（順天堂大学教授）
山中實二（葛飾区：こやのエンジョイくら
順天堂大学大学院生／研究生
ぶ）
澤井 翼（目黒区：NPO法人スポルテ目 ＜テーマ＞
黒 理事長）
【研修の目的と意義、課題】
岸 弘之（豊島区：西巣鴨中学校地域ス
【クラブづくり（グループセラピー）】
ポーツクラブ 副委員長）
【クラブマネジメント「クラブづくり演習」「グ
古家米雄（八王子市：第三地区スポーツ ループワーク」「仮想クラブ設立案発表」】
クラブ 運営委員長）
島 啓子（稲城市：稲城市総合型地域ス
ポーツクラブ「iクラブ」 理事長）

－

24/1/14 新宿区・牛込箪笥区民ホール（135名）

25/1/26 武蔵野公会堂（150名）

26/2/8 武蔵野公会堂（107名）

講義【地域の活性化とスポーツ振興～生涯スポー 講義【地域におけるスポーツ推進委員と障害者ス
講義【地域の活性化とスポーツ振興～体育指導委
ツの新たな時代にスポーツ推進委員が進む方向 ポーツ～障害者スポーツの現状とこれからの地域 講義【「ライフステージに応じたスポーツ活動支援」～
員が地域のコーディネーターとしての役割を果たす
は～】
スポーツ～】
働き世代、子育て世代を中心として～】
ためのヒントとは～】
木村和彦（早稲田大学スポーツ科学学術院教
田中信行（日本体育大学健康学科長）
松澤淳子（早稲田大学スポーツビジネス研究所招聘
原田尚幸（和光大学経済経営学部経営メディア学
授）
研究員）
科准教授）
トークセッション
トークセッション
【障害者スポーツへの取り組みを考える～各地域 トークセッション【ライフステージに応じたスポーツ活動
パネルディスカッション
【広域地区別研修会を考える～資質の向上を目指 の現状と課題～】
支援を考える】
【地域のコーディネーターとして／マネジメント能力
す地域の取り組みは～】
＜聞き手＞
＜語り手＞
／スポーツ立国戦略】
＜聞き手＞
牧野壽義（都スポ協企画総務委員長）
本村良子（府中市スポ協事業部長）
＜コーディネーター＞
中川義英（都スポ協情報委員長）
＜語り手＞
川上健治（東村山市スポ協会長）
小峰 隆（都体指協研修委員長）
＜パネリスト＞
近藤和夫（(公社)都障協主幹）
岩田圭子（東大和市スポーツ協会長）
川口眞也（都体指協副研修委員長）
山城譲治（町田市スポ進）
杉山善廣（日野市スポ進）
石坂淑子（稲城市スポ協会長）
＜パネリスト＞
米山 潤（日の出町スポ進）
中井 明（瑞穂町スポ進）
田村芳雄（羽村市スポ協副会長）
市川光明（八王子市体指協会長）
塩野啓子（国立市スポ進）
竹腰光伸（立川市スポ進）
＜コーディネーター＞
島中雅人（府中市体指会会長）
櫻井 昭（武蔵野市スポ進）
森 敬次郎（三鷹市スポ進）
小峰 隆（都スポ協研修委員長・昭島市）
米田 寛（小金井市体指）
松本南都生（小平市教育部体育課事業係）
児島圭祐（清瀬市生涯学習スポーツ課）
齋藤悦子（多摩市体指会会長）
外園元紀（武蔵村山市生涯学習スポーツ課主任）

11/26 港区・島嶼会館（26名）

24/3/23 新宿区・牛込箪笥区民ホール（142名）

島嶼部 11/30ニューピア竹芝（24名）

491名
27/1/31 高輪区民センター大ホール（142名）

講義【「ライフステージに応じたスポーツ活動支援」～
発育・発達時期におけるゴールデンエイジの特徴と
指導上の留意点～】
豊田太郎（（独)日本ｽﾎﾟｰﾂ振興センター タレント発
掘・育成コンソーシアム専門スタッフ）
トークセッション【ゴールデンエイジの活動支援を考え
る】
＜語り手＞
今野由理子（港区スポーツ協副会長）
大竹秀樹（北区スポ協副会長）
玉手淳一（世田谷区スポ協企画部副部長）
太田雄三（練馬区スポ会会長）
山田隆昭（葛飾区スポ進）
＜コーディネーター＞
佐々木雅士（都スポ協情報副委員長・多摩市）

27/2/14 武蔵野公会堂（188名）

講義【「ライフステージに応じたスポーツ活動支援」～
発育・発達時期におけるゴールデンエイジの特徴と
指導上の留意点～】
秋山エリカ（東京女子体育大学教授）
トークセッション【ゴールデンエイジの活動支援を考え
る】
＜語り手＞
内藤好美（多摩市スポ協副会長）
飯田 忍（福生市スポ会委員長）
宮﨑正巳（武蔵村山市スポ連絡協事業部長）
竹谷正明（調布市スポ会副会長）
宮﨑 紳（西東京市スポ進）
＜コーディネーター＞
中川義英（都スポ協情報委員長・世田谷区）

22/3/13 東京武道館

島嶼部

視察【第5回地域スポーツクラブ交流会】
＜講師＞
野川春夫（順天堂大学教授）
順天堂大学大学院生／研究生

講義【「地域におけるスポーツ推進と障害者スポーツ
Ⅱ」～障害者の視点で考えるこれからの地域スポーツ
～】
講義【「ライフステージに応じたスポーツ活動支援」～
大久保春美（（公財）日本障害者スポーツ協会技術
テーマ【「地域のスポーツ活動と体指の役割」～地域
働き盛り世代を中心として～】
委員会委員長）
住民のニーズに応えられる、的確かつ効果的な大会
髙﨑尚樹（(株)ルネサンス取締役常務執行役員ヘ
等を企画・運営するための技法を探る～】
ルスケア事業本部長）
＜広域地区別研修会（11ブロック）と共催＞
パネルディスカッション【実践者が語る障害者スポーツ
講義【地域の活性化とスポーツ振興～スポーツ推
そのポイントと今後の課題】
＜広域地区別研修会（11ブロック）と共催＞
進委員制度元年として、スポーツ推進委員が進む
トークセッション【働き盛り世代の活動支援を考える】
講義【地域におけるスポーツ推進委員と障害者ス ＜パネリスト＞
方向性を問う～】
＜パネリスト＞
ポーツ～障害者スポーツの現状とこれからの地域 百瀬修至（中央区スポ協幹事）
講義【地域の活性化とスポーツ振興（島嶼のスポー
野川春夫（順天堂大学スポーツ健康科学部学部
丸山 正（東京都レクリエーション協会副会長）
スポーツ～】
島 良紀（東京都障害者スポーツ指導員協議会理
ツ振興）～体育指導委員が地域のコーディネーター 長）
荒尾裕子（(株)クレメンティア代表取締役）
近藤和夫（(公社)都障協主幹）
事）
としての役割を果たすためのヒントとは～】
髙﨑尚樹（(株)ルネサンス取締役常務執行役員ヘ
神谷千恵子（スポーツ実践障害者 パラリンピアン）
野川春夫（順天堂大学スポーツ健康科学部学部
ルスケア事業本部長）
小倉 悟（社会福祉法人 小平市社会福祉協議会
長）
＜コーディネーター＞
職員）
黒須 充（順天堂大学教授）
＜コーディネーター＞
大久保春美（（公財）日本障害者スポーツ協会技術
委員会委員長）

6 ページ

26/2/22 なかのZEROホール（101名）

27/3/7 新宿文化センター（125名）

地域スポーツ支援研修会

2015年

2016年

2017年

2018年

2019年

地域スポーツ支援研修会（共催事業）
参加者合計

開催場所

411名
28/1/23 高輪区民センター大ホール（120
名）

358名
29/1/28 高輪区民センター大ホール（150名）

講義【「地域における継続的な障がい者ス
講義【「ロンドン、リオのオリ・パラ大会に学ぶ」～スポーツ実施率70％に向けた取り組みに
ポーツ」～環境整備・体制づくり～】
滝澤幸孝（(公財)日本障がい者スポーツ協 ついて考える～】
会スポーツ推進部 スポーツ推進課長 指導 ＜講師＞
原田宗彦（早稲田大学スポーツ科学学術院教授）
者育成課長）
区
部
テーマ

開催場所

市
町
村
部

464名

トークセッション【健康長寿にかかわるスポーツ推進委員の活動の現状と課
題】
＜語り手＞
百瀬修至（中央区幹事）
正木 博（文京区会長）
木村 悟（目黒区副会長）
木下 武（豊島区副会長）
羽住敏久（足立区会長）
＜コーディネーター＞
松田文子（都スポ協情報委員会・豊島区）

28/2/13 武蔵野公会堂（157名）

29/2/11 立川市女性総合センター アイムホール（185名）

31/1/26 港区立男女平等参画センター（リーブラ）ホール（152名）

講義【「健康長寿社会の現状と課題に対するスポーツ推進委員への期待」～
地域包括ケアのための地域で進める介護予防～】
講義【地域におけるスポーツの事故防止】
＜講師＞
＜講師＞
河合 恒（地方独立行政法人 東京都健康長寿医療センター高齢者健康増
鈴木知幸（スポーツ創造政策研究所）
進事業支援室プロジェクトリーダー・主任研究員）

トークセッション【障がい者スポーツの取組み トークセッション【2020年大会以降の地域スポーツを考える】
＜語り手＞
事例】
青木しおり（新宿区）
＜語り手＞
金田浩一（台東区）
松島直樹（千代田区スポ進）
渡邉一代（大田区）
田尻真由美（荒川区スポ進）
渡邉ひろ子（杉並区）
山田理枝子（渋谷区スポ進）
野島和博（江東区）
三枝節夫（板橋区スポ進）
＜コーディネーター＞
望月早苗（江戸川区スポ進）
脇本章博（都スポ協研修委員会副委員長・板橋区）
＜コーディネーター＞
川口眞也（都スポ協研修委員会委員長・調布市）
牧野壽義（都スポ協企画総務委員長・瑞
穂町）

講義【「地域における継続的な障がい者ス
ポーツ」～環境整備・体制づくり～】
講義【「ロンドン、リオのオリ・パラ大会に学ぶ」～スポーツ実施率70％に向けた取り組みに
滝澤幸孝（(公財)日本障がい者スポーツ協 ついて考える～】
会スポーツ推進部 スポーツ推進課長 指導 ＜講師＞
者育成課長）
原田宗彦（早稲田大学スポーツ科学学術院教授）

テーマ

366名
30/1/27 港区立男女平等参画センター（リーブラ）ホール（145名）

トークセッション【スポーツ推進委員の資質向上に
向けた取組と活動におけるマナー】
＜語り手＞
滝 吉晴（千代田区副会長）
増子成枝（荒川区広報部長）
金矢光久（世田谷区）
太田雄三（練馬区会長）
長峰政子（葛飾区副会長）
＜コーディネーター＞
脇本章博（都スポ協研修委員会副委員長・板橋
区）

30/2/10 武蔵野スイングホール（147名）

31/2/9 立川市女性総合センター・アイム（184名）

2/2/8 立川市女性総合センター・アイム（148名）

講義【「健康長寿社会の現状と課題に対するスポーツ推進委員への期待」～
健康寿命延伸のための身体活動・運動～】
＜講師＞
宮地元彦（国立研究開発法人 医療基盤・健康・栄養研究所 身体活動研
究部長）

講義【地域におけるスポーツの事故防止】
＜講師＞
鈴木知幸（スポーツ創造政策研究所）

講義【スポーツを取り巻く環境とスポーツ・インテ
グリティ】
＜講師＞
椿原 直（隼あすか法律事務所／弁護士）

トークセッション【健康長寿にかかわるスポーツ推進委員の活動の現状と課
題】
＜語り手＞
中村光宏（日野市）
清水洸佑（奥多摩町スポーツ振興課スポーツ振興係）
松原幸子（立川市会長）
田村隆一（狛江市会長）
山本博志（清瀬市副委員長）
＜コーディネーター＞
田辺浩一郎（都スポ協情報委員会・渋谷区）

トークセッション【地域におけるスポーツの事故防止の現状と課題】
＜語り手＞
鷹野洋子（稲城市副会長）
芦川雅一（檜原村会長）
笠松文子（東大和市会長）
櫻井 昭（武蔵野市会長）
＜コーディネーター＞
山本博志（都スポ協企画総務委員長・清瀬市）

28/2/27 なかのZEROホール（134名）

30/2/17･18 江東区・深川スポーツセンター（74名）

31/2/16 目黒区八雲体育館（66名）
31/2/17 多摩障害者スポーツセンター（62名）

＜平成28年度スポーツ･レクリエーション指導者育成講習会＞
講義【「ライフステージに応じたスポーツ活動
講義・実技【スポーツ未実施者へのアプローチ ～健康寿命の延伸に貢献するために～】
支援」～働き盛り世代を中心として～】
松尾哲矢（立教大学コミュニティ福祉学部
1日目
教授）
【レクリエーションとは？】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長）
【スポーツ・レクリエーション概論】松尾哲矢（立教大学教授）
事例紹介【働き盛り世代の活動支援を考え
【スポーツ･レクリエーション心理学】安永明智（文化学園大学准教授）
る：「東京都スポーツ推進企業」からの先進
【スポーツ･レクリエーション生理学】吉原利典（順天堂大学特任教授）
事例紹介】
【スポーツ･レクリエーション未実施者参加促進法】河原塚達樹（日本レクリエーション協会
＜事例発表者＞
生涯スポーツ推進部長）
沼尻佳奈（㈱じげん 経営推進部チーフ）
石橋絢子（㈱ＩＤＣフロンティア コーポレー
2日目
ト管理本部人事グループ）
【動機づけの支援技術：楽しみながら自分のからだを意識して運動への意欲につなげる方
八木佳子（㈱イトーキ ソリューション開発
法】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長）
本部ソリューション開発統括部ソリューション
【動機づけの支援技術：レク式体力チェック】渡辺耕司（新潟県レクリエーション協会専務理
開発部）
事）
＜コーディネーター＞
【行政との連携の仕方】石﨑万里（東京都オリパラ局スポーツ推進部調整課課長代理）
松尾哲矢（立教大学コミュニティ福祉学部
【安全管理】小室史恵（日本健康財団常務理事）
教授）
【スポーツ･レクリエーション活動の場づくり】丸山 正（日本レクリエーション協会専務理事）

講義【スポーツを取り巻く環境とスポーツ・インテ
グリティ】
＜講師＞
松本泰介（早稲田大学スポーツ科学学術院准
教授／弁護士）

トークセッション【地域におけるスポーツの事故防止の現状と課題】
＜語り手＞
伊藤 洋（港区副会長）
府川幸弘（北区企画部長）
飴本公子（品川区会長）
吉田典正（中野区副会長）
荒川幸夫（墨田区）
＜コーディネーター＞
山本博志（都スポ協企画総務委員長・清瀬市）

トークセッション【障がい者スポーツの取組み トークセッション【2020年大会以降の地域スポーツを考える】
事例】
＜語り手＞
＜語り手＞
山城讓治（町田市）
市川光明（八王子市スポ進）
吉澤政弘（青梅市）
菊池常広（あきる野市スポ進）
石川英次（昭島市）
塩野啓子（国立市スポ進）
島貫金雄（国分寺市）
宮崎英子（小金井市スポ進）
尾﨑信幸（小平市）
髙部 哲（東久留米市スポ進）
＜コーディネーター＞
＜コーディネーター＞
橋本 純（都スポ協研修委員会副委員長・板橋区）
牧野壽義（都スポ協企画総務委員長・瑞
川口眞也（都スポ協研修委員会委員長・調布市）
穂町）

29/2/18･19 新宿区立四谷中学校コミュニティホールほか（23名）

358名
2/1/25 港区男女平等参画センター（リーブラ）
ホール(151名)

テーマ【中高年のスポーツ未実施者へのアプローチ ～健康寿命の延伸に貢
献するために～】
＜1日目午前＞
テーマ【スポーツ未実施者が取り組みやすいスポーツ・レクリエーションの講義と実技】
1日目
【講義とFD実技指導】 師岡文男（上智大学教授）
【スポーツ推進委員活動に望むもの】新島二三彦（一般社団法人 東京都ス 【実技 シャフルボード／ネットパスラリー】 （一社）東京都レクリエーション協会
ポーツ推進委員協議会会長）
＜1日目午後＞
【第2期スポーツ基本計画とスポーツ推進委員】師岡文雄（上智大学教授／
テーマ【地域スポーツクラブが取り入れやすいスポーツ・レクリエーションの講義と実技】
JOC総務委員／日本体育協会元国際交流委員／日本レクリエーション協会 【講義】 伊倉晶子（埼玉県教育委員会/共栄大学客員教授）
元理事）
【実技 手のひら健康バレー】 牧野正雄（ＮＰＯ法人手のひら健康バレー協会会長）
【安全管理の基礎】臼井里美・岩城澄恵（港区立地域包括支援センター白金 【実技 カーレット／マンカラ】 （一社）東京都レクリエーション協会
の森 保健師）
＜2日目午前＞
2日目
テーマ【スポーツ未実施者が取り組みやすい障がい者スポーツの講義と実技】
【スポーツ障害とキネシオテープの使い方】根本弓子（(株)ジャクパ専任講師 【実技 ノルディックウォーキング／フライングディスク／卓球バレー】 （公社）東京都障
／東京都バウンドテニス協会専属トレーナー）
害者スポーツ協会
【スポーツ未実施者を引き込む手法】鈴木二三彦（レクリエーション・コーディ ＜2日目午後＞
ネーター／一般社団法人東京都レクリエーション協会公認講師）／勝山景之 テーマ【地域スポーツクラブが取り入れやすい障がい者スポーツの講義と実技】
（スポーツ・レクリエーション指導者／一般社団法人東京都レクリエーション協 【講義】 藤田勝敏（（公社）東京都障害者スポーツ協会地域スポーツ振興課課長）
会公認講師））
【実技 卓球／バドミントン】 （公社）東京都障害者スポーツ協会
【スポーツ未実施者の参加促進法～スポーツ嫌いをなくすためには～】野村
一路（日本体育大学教授）
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トークセッション【スポーツ推進委員の資質向上に
向けた取組と活動におけるマナー】
＜語り手＞
内藤好美（多摩市会長）
敕使河原麻美（日の出町会長）
長峰 毅（武蔵村山市）
渡部実知子（三鷹市副会長）
＜コーディネーター＞
中村光宏（都スポ協研修委員会・日野市）

2/2/15 墨田区曳舟文化センター（59名）

＜午前の部＞
講義【女性・子どものスポーツ参加に向けて】
水村（久埜）真由美（お茶の水女子大学基幹研
究院教授）
＜午後の部＞
講義・実技【親子で楽しむスポーツレクリエー
ション】
多田ゆかり（ジャパンライフフィットネス代表／元
女子ラグビー日本代表選手）

地域スポーツ支援研修会

