平成30年度 第１回社員総会 第１号議案

平成２９年度 事業報告(平成２９年４月１日～平成３０年３月３１日)
一般社団法人東京都スポーツ推進委員協議会

会 議
１.社員総会
（１）第１回社員総会 平成２９年５月２０日(土) １４:００～１５:５０ 新宿区立西新宿中学校
出席者(社員４０名＋委任状１２名＝５２名/他８名)合計６０名 東京都４名
１）議事
①平成２９年度(平成２９年４月～平成３０年３月)事業報告
②平成２９年度(平成２９年４月～平成３０年３月)収支決算報告及び監査報告
③役員改選 会長 新島二三彦 副会長 島田泰子、岡田眞由美、中川義英 財務 羽田芳子
櫻井昭 企画総務委員長 五十嵐義臣 情報委員長 小久保佳昭 研修委員長
川口眞也 女性委員長 飯ケ谷美恵
以上の議事について原案通り承認
２）表彰式
功労者表彰 ２８名 永年勤続表彰 ４名
３）祝賀懇親会
会場：チャイナドール 時間：１７：００～１９：００ 会費：４，０００円 出席者：４０名
（ ２）臨時社員総会 平成２９年７月１９日（水）１８：３０～２０：００ 早稲田大学西早稲田キャンパス
出席者（社員４３名＋委任状６名＝４９名／他５名）合計５４名 東京都３名、墨田区１名
１）議事
①平成３０年度関東スポーツ推進委員研究大会東京大会の概要とこれまでの経過
②実行委員会の組織体制と役割分担
③各地区分担金について
④協賛金協力依頼について
⑤今後の日程
⑥その他
以上の議事について原案通り承認
（３）第２回社員総会 平成２９年９月２７日(水) １８：３０～２０：３０ 武蔵野公会堂会議室
出席者(社員４２名＋委任状１０名＝５２名/他７名) 合計５９名 東京都３名
１）報告事項
①理事会 各委員会 財務
②全国連合定時総会
③関東スポーツ推進委員理事会・女性委員会
④関東スポーツ推進委員研究大会 栃木大会
⑤都スポ協会長会
⑥ニュースポーツ研修会
⑦平成２９年度臨時社員総会
（平成30年度関東スポーツ推進委員研究大会東京大会第１回実行委員会）
⑧平成２９年度女性委員会企画研修
⑨平成２９年度広域地区別研修会事前説明会
⑩平成２９年度全国スポーツ推進委員（功労者表彰・30年勤続表彰・優良団体表彰）
⑪平成２９年度広域地区別研修会報告(第１．２．３．５．６．７．８．９．１０ブロック)
⑫東京都初級障害者スポーツ指導員養成講習会
⑬都スポ協６０周年記念誌発刊に向けて
⑭東京マラソン２０１８におけるボランティア参加
２）今後の事業について
①実務研修会～ペップトーク～
②第５８全国スポーツ推進委員研究協議会茨城大会
③課題別研修会～ながら体操～
④障がい者スポーツセミナー
⑤地域スポーツ支援研修会
３）協議事項
①関東スポーツ推進委員研究大会東京大会
②生涯スポーツ・体力つくり全国会議２０１８
以上の議事について原案通り承認

1

（４）第３回社員総会 平成２９年１２月１３日(水) １９：００～２０：００ 江東区深川スポーツセンター
出席者(社員４２名＋委任状９名＝５１名/他８名) 合計５９名 東京都３名
１）報告事項
①理事会 各委員会 財務
②平成２９年度広域地区別研修会報告(第４．１１ブロック)
③実務研修会～ペップトーク～
④第５８全国スポーツ推進委員研究協議会茨城大会
⑤課題別研修会～ながら体操～
⑥障がい者スポーツセミナー
⑦都スポ協６０周年記念誌発刊
⑧東京マラソン２０１８ボランティーナ
⑨その他 ・東京都障がい者スポーツ指導者協議会設立３０周年事業
２）今後の事業
①地域スポーツ支援研修会
②宿泊研修会
３）協議事項
①平成30年度関東スポーツ推進委員研究大会 東京大会
②第７２回全国レクリエーション大会高知大会開催決定
以上の議事について原案通り承認
４）情報交換会
会場：深川スポーツセンター内 毬乃 時間：２０：１０～２１：４０ 会費：４,０００円 出席者：４０名
（５）第４回社員総会 平成３０年３月２８日(水) １８：３０～２０：００ 立川市女性総合センター・アイム
出席者(社員３５名＋委任状１２名＝４７名/他７名) 合計５４名 東京都３名
１）報告事項
①理事会 各委員会 財務
②研修会報告書
③地域スポーツ支援研修会
④生涯スポーツ・体力つくり全国会議２０１８
⑤関東地区スポーツ推進委員協議会理事会
⑥東京マラソン２０１８
⑦宿泊研修会
⑧リーダー委員会
２）協議事項
①平成３０年度事業計画（案）
②平成３０年度予算（案）
③関東スポーツ推進委員研究大会東京大会
３）その他
①みんなのスポーツ・スポーツ推進委員手帳等の購入
②総会・会長会・研修等の会場確保
③その他
以上の議事について原案通り承認

２.理事会
期

日

場

所

都スポ協事務所
第１回

４月１２日(水)

第２回

５月１０日(水)

第３回

６月１４日(水)

(１０人)
都スポ協事務所
(９人)
都スポ協事務所
(１０人)

第４回

７月１２日(水)

チャイナドール
(１０人)

主な内容
平成２８年度(４月～３月)事業報告・収支決算報告・監査報告
平成２９年度第１回社員総会の準備
都スポ協６０周年記念誌発行
関東スポーツ推進委員研究大会東京大会・理事監事の重任
平成２８年度(４月～３月)事業報告・収支決算報告・監査報告
都スポ協６０周年記念誌発行
関東スポーツ推進委員研究大会東京大会
都スポ協会長会・関東大会栃木大会祝賀懇親会
都スポ協会長会・ニュースポーツ研修会
関東スポーツ推進委員研究大会東京大会コア委員会
都スポ協６０周年記念誌発行
関東スポーツ推進委員研究大会東京大会実行委員会
都スポ協６０周年記念誌発行
地域スポーツ支援研修会
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都スポ協事務所
第５回

９月１３日(水)

第６回

１０月１１日(水)

第７回

１１月１５日(水)

（９人）
都スポ協事務所
(８人)
都スポ協事務所
（１０人）

第８回

１月１０日(水)

都スポ協事務所
(１０人)

第９回

２月１４日(水)

都スポ協事務所
(９人)
都スポ協事務所

第10回

３月１４日(水)

(1０人)

地域スポーツ支援研修会
第２回社員総会
都スポ協６０周年記念誌発行
東京マラソン２０１８ボランティア
地域スポーツ支援研修会・課題別研修会
都スポ協６０周年記念誌発行
平成30年度関東スポーツ推進委員研究大会東京大会
広域地区別研修会
地域スポーツ支援研修会・宿泊研修会
第３回社員総会
平成30年度関東スポーツ推進委員研究大会東京大会
地域スポーツ支援研修会
平成30年度関東スポーツ推進委員研究大会東京大会
新年度の総会会議等の日程
平成３０年度事業計画案・平成３０年度予算案
平成30年度関東スポーツ推進委員研究大会東京大会
第４回社員総会
平成30年度関東スポーツ推進委員研究大会東京大会
平成３０年度事業計画案・平成３０年度予算案
平成３０年度スポーツ推進委員研修会
第４回社員総会

３.各委員会
（1）企画総務委員会
期 日
第1回
第２回
第３回
第４回
第５回

主な内容
場 所
都スポ協事務所 平成２９年度第１回社員総会
４月５日（木）
表彰式及び祝賀懇親会
(１３人)
平成２９年度会長会
都スポ協事務所 平成２９年度第２回社員総会
９月８日(金)
（１３人）
宿泊研修会
１０月２７日（金） 墨田区総合体育館 平成30年度関東スポーツ推進委員研究大会
（１１人）
東京大会会場下見
平成２９年度第３回社員総会について
チャイナドール
１１月２９日(水)
宿泊研修会
平成30年度総会会議会場確保
(１４人)
都スポ協事務所
平成２９年度第４回社員総会について
２月９日(金)
（１１人）
宿泊研修会

（２）研修委員会
期
第１回
第２回
第３回

日

４月１１日（水）

場

所

都スポ協事務所

(１４人)
都スポ協事務所
５月９日（火）
（１４人）
６月７日（水）

都スポ協事務所
(１８人)

第４回

７月５日（水）

都スポ協事務所
(１３人)

第５回

９月６日(水)

都スポ協事務所
(１４人)

第６回

１０月４日(水)

都スポ協事務所
(１４人)

第７回

１１月１日(水)

都スポ協事務所

主な内容
ニュースポーツ研修会
実務研修会
課題別研修会
ニュースポーツ研修会
関東スポーツ推進委員研究大会東京大会
課題別研修会
ニュースポーツ研修会
実務研修会
実務研修会
広域地区別研修会
関東スポーツ推進委員研究大会東京大会
課題別研修会
実務研修会
広域地区別研修会
課題別研修会
実務研修会
関東スポーツ推進委員研究大会東京大会
課題別研修会
関東スポーツ推進委員研究大会東京大会
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第７回
第８回
第９回
第１０回

１１月１日(水)

(１１人)
１月９日（火） 都スポ協事務所
（１０人）
2月7日（水） 都スポ協事務所
（１３人）
３月７日（水） 都スポ協事務所
（１４人）

（３）情報委員会
期
第１回

日

５月２２日(月)

場

所

都スポ協事務所
(１２人)

第２回

７月２４日（月） 都スポ協事務所

第３回

８月１１日（金） 都スポ協事務所

第４回

９月４日（月） 都スポ協事務所

第５回

１２月４日(月) 都スポ協事務所

（１１人）
（１１人）
（１３人）
（１２人）

広域地区別研修会報告書作成
広域地区別研修会報告書作成
平成３０年度研修内容
平成３０年度研修内容
関東スポーツ推進委員研究大会東京大会
平成３０年度研修内容

主な内容
平成２９年度都スポだより発行の確認
関東スポーツ推進委員研究大会東京大会
都スポ協６０周年記念誌
都スポ協６０周年記念誌
平成２９年度都スポだより編集
都スポ協６０周年記念誌
平成２９年度都スポだより編集
都スポ協６０周年記念誌
平成２９年度都スポだより編集
地域スポーツ支援研修会 関東スポ進研究大会東京大会
平成２９年度都スポだより編集

第６回

２月２６日（月） 都スポ協事務所 平成２９年度都スポだより編集 関東スポ進研究大会東京大会

第７回

３月１９日（月） 都スポ協事務所 平成２９年度都スポだより編集

(８人）
(１１人）
（４）特別委員会【女性委員会】
期 日
場 所
４月２６日(水) 中野区役所
第１回
（２０人）
３月８日（木） 中野区役所
第２回
（１３人）

地域スポーツ研修会
地域スポーツ支援研修会
主な内容
平成２９年度女性委員会企画研修会
平成２９年度の活動について
平成２９年度関東女性委員会報告
平成30年度女性委員会日程

（５）特別委員会【リーダー委員会】
期 日
場 所
主な内容
第1回
4月１3日（木） 新宿区立四谷中学校前回議事の確認 社員総会の決定事項
（９人）
アンケートの作成 各地区の新任研修についての確認
第２回
6月8日（木） ＪＲ南新宿ビル 前回議事の確認 アンケートの状況報告
（９人）
研修内容の作成
第３回
7月13日（木） ＪＲ南新宿ビル 前回議事の確認 アンケートの状況報告
（１０人）
研修内容の作成担当の決定
第４回
9月14日（木） ＪＲ南新宿ビル 前回議事の確認
（９人）
研修内容の作成担当者の文書確認
第５回
10月12日（木） ＪＲ南新宿ビル 前回議事の確認
（１０人）
研修内容の作成担当者の文書確認
第６回
11月8日（水） ＪＲ南新宿ビル 前回議事の確認
（８人）
研修内容・パワーポイントの資料の内容確認
１２月１４日(木) ＪＲ南新宿ビル 前回議事の確認
第７回
（６人）
研修内容の作成担当者の文書確認
１月１１日（木） 新宿区立四谷中学校前回議事の確認
第8回
（７人）
研修内容の作成担当者の文書再確認
第9回
2月22日（木） ＪＲ南新宿ビル 前回議事の確認
（７人）
研修内容確認と今後のスケジュールについて確認
第10回
3月22日（木） ＪＲ南新宿ビル 前回議事の確認
（６人）
今後の日程

４.平成２９年度東京都スポーツ推進委員協議会 会長会
①日 時 平成２９年６月１８日(日)１３：３０～１７：００ 出席者 会員４９名 他１４名 合計６３名
②会 場 新宿区立落合第二小学校落二ルーム
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③内 容 グループディスカッション 【一億総スポーツ社会の実現】に向けての各地区の事業
内容発表および意見交換
④情報交換会１７：２０～１９：００ 木曾路上落合店 会費 ５，０００円 参加者 ５２名

５.その他
（１）(公社)全国スポーツ推進委員連合
１.平成２９年度全国スポーツ推進委員連合理事会・総会
◇１回目 平成２９年６月６日(木) 国立オリンピック記念青少年総合センター
出席者:新島会長
１)協議事項
①平成２８年度事業報告
②平成２８年度貸借対照表・正味財産増減計算書・財産目録承認
③第５９回全国スポーツ推進委員研究協議会（鹿児島県）
④役員選任 理事の補欠選任 青森県、鳥取県
２)報告事項
①第５７回全国スポーツ推進委員研究協議会(福井県)
②第５８回全国スポーツ推進委員研究協議会(茨城県)
③平成２９年度ファミリー健康体力向上（広島県、大分県が実施）
④平成２８年度及び平成２９年度リーダー養成講習会
平成２９年度は、平成３０年３月１１日（日）～１２日（月）に実施
⑤機関誌「みんなのスポーツ」及び「スポーツ推進委員手帳」の現況について
（２）関東スポーツ推進委員協議会
１.平成２９年度関東スポーツ推進委員協議会理事会
◎１回目 平成２９年６月９日(金) 栃木県総合文化センター
出席者:新島会長、岡田副会長 飯ケ谷女性委員長
１)協議事項
①平成２９年度事業計画案
②平成２９年度関東スポーツ推進委員協議会表彰
③平成２９年度関東スポーツ推進委員研究大会日程
④平成２９年度関東スポーツ推進委員協議会女性委員会
⑤平成３０年度関東スポーツ推進委員研究大会東京大会
◎２回目 平成３０年２月２３日(金) 墨田区総合体育館会議室
出席者:新島会長、島田副会長、岡田副会長、中川副会長、飯ケ谷女性委員長
①平成２９年度事業報告案及び収支予算案
②平成２９年度関東スポーツ推進委員研究大会（栃木大会）収支決算
③平成３０年度関東スポーツ推進委員協議会役員（案）
④平成３０年度事業計画案及び収支予算案
⑤関東スポーツ推進委員協議会表彰規定
⑥平成３０年度関東スポーツ推進委員研究大会東京大会
２.平成２９年度関東スポーツ推進委員協議会 女性委員会
出席者 新島会長、監事岡田副会長、飯ケ谷関東女性委員長、岡東京都女性副委員長
◎１回目 平成２９年６月９日(金) 栃木県総合文化センター
①平成２９年度関東スポーツ推進協議会役員改選
②平成２８年度関東スポーツ推進委員会女性委員会事業報告
③第２回女性委員会
◎２回目 平成２９年１２月２日(土)～３日(日) 栃木県総合教育センター
出席者:新島会長、飯ケ谷関東女性委員長 岡東京都女性副委員長
①研修会 …「筋力アップトレーニング（小山市の取組」）「各都県の女性委員の取り組み事例」
②研究協議 …関東女性委員会の今後の方向性について
③平成２９年度女性委員会開催について内容検討

事 業
１.東京都共催事業
（１）広域地区別研修会(ブロック別研修会開催地区)
ブロック

開催日

担当地区

会場
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都スポ協担当

第１Ｂ

７月１５日(土)

新宿区

新宿区立教育センター

新島会長

第２Ｂ

９月９日（土）

台東区

台東区民会館

新島会長

第３Ｂ

８月２６日(土）

大田区

大田区産業プラザ

新島会長

第４Ｂ

９月３０日（土）

杉並区

セシオン杉並

新島会長

第５Ｂ

９月２日（土）

江東区

江東区文化センターレクホール

中川副会長

第６Ｂ

９月１６日（土）

町田市

町田市立総合体育館

中川副会長

第７Ｂ

９月２日(土）

青梅市

青梅市役所

岡田副会長

第８Ｂ

９月１６日（土）

国立市

くにたち市民芸術小ホール

新島会長

第９Ｂ

９月１７日（日）

国分寺市

国分寺市本多公民館

新島会長

第10Ｂ

９月３０日(土）

小平市

小平市総合体育館

島田副会長

ニューピア竹芝サウスタワー

新島会長

第11Ｂ

１１月２４日(金） 三宅島・御蔵島

※参加者合計１０８６名
（２）課題別研修会
平成２９年度東京都スポーツ推進委員 課題別研修会
①日 時 平成２９年１１月１１日(土) １３:３０～１６:３０
②会 場 府中市生涯学習センター
③対象者 各区市町村スポーツ推進委員及び行政担当者
④参加者 ６０名
⑤研 修 「日常ながら運動」
⑥講 師 日常ながら運動推進協会会長 長野 茂氏
⑦内 容 「ながら運動」は、「きつい運動はしない・時間をかけない・ストレスをかけない」の３つの法
則がある。それらをどのようにして日頃の生活の中で行っていくのかを知り、運動不足を減ら
し健康的な生活を送るための方法を学ぶ。
（３）地域スポーツ支援研修会
開催区分
開催日
区部
参加者
１４７名

市町村
部
参加者
１４５名

平成３０年
１月２７日(土)
13:40～16:40

平成３０年
２月１０日(土)
13:40～16:40

会場

研修内容
講師・パネラー等
地方独立行政法人 東京都健
◇講義
「健康長寿の現状と課題に対するス 康長寿医療センター高齢者健
康増進事業支援室 プロジェク
港区立男女平 ポーツ推進への期待」
トリーダー主任研究員
河合恒氏
等参画センター
ホール「リーブ ◆トークセッション
ラ」
「健康長寿にかかわるスポーツ推進
語り手：中央区、文京区、目
委員活動の現状と課題」
黒区、豊島区、足立区、
国立研究開発法人 医薬
◇講義
「健康長寿の現状と課題に対するス 基盤・健康栄養研究所
身体活動研究部長 宮地
ポーツ推進への期待」

元彦氏
武蔵野スイング
ホール
◆トークセッション
「健康長寿にかかわるスポーツ推進 語り手：日野市、奥多摩町、
委員活動の現状と課題」
立川市、狛江市、清瀬市

○１日目

全域

参加者
1日目
３４名

平成３０年
２月１７日(土)
12:10～16:30

江東区深川ス
ポーツセンター

◇講義
①スポーツ推進委員活動に望むもの

（一社）東京都スポーツ推進委
員協議会会長 新島二三彦氏

②第2期スポーツ基本計画とスポーツ推進委員

上智大学教授 師岡文男氏
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参加者
1日目
３４名

平成３０年
２月１７日(土)
12:10～16:30

2日目
３９名

１８日（日）
10:00～16:40

江東区深川ス ③安全管理の基礎
ポーツセンター
○２日目
◇講義・実技

港区立地域包括支援センター
白銀の森保健師 臼井里美氏
岩城澄恵氏

①スポーツ障害 キネシオテープの使い方

（株）ジャクパ専任講師
根本弓子氏

②スポーツ未実施者を引き込む手法

レクリエーションコーディネーター

鈴木二三彦氏
スポーツレクリエーション指導者
勝山景之氏

◇講義
①スポーツ未実施者の参加促進法 日本体育大学教授
野村一路氏

（４）初級障害者スポーツ指導員養成講習会
①日 程 Ａ 平成２９年８月５日(土) 、６日(日)、１９(土)、９月２日(土)
②会 場 くにたち市総合体育館
③対象者 各区市町村スポーツ推進委員及び公立スポーツ施設職員など
④修了者 ３７名（スポーツ推進委員)
⑤目 的 初級障害者スポーツ指導員の資格取得
（５）障がい害者スポーツセミナー
①日 程 平成２９年１２月９日（土） １３：３０～１６：３０
②会 場 武蔵野市武蔵野総合体育館
③内 容
講 義 「ボッチャを通じて広がる世界」
～選手・関係者が語るボッチャの魅力とスポーツがもたらす効果～
講 師：東京ボッチャ協会副会長 佐藤勝枝氏、パラリアン（ノーブルウイングス）佐藤駿氏
④参加者 ６０名

２.自主研修事業
（１）研修事業
１)実務研修会
①日 時 平成２９年１０月１４日(土) １３：３０～１６：００
②会 場 府中市生涯学習センター
③内 容 『ペップトーク』
④講 師：日本ペップトーク普及協会 寺本 強氏
⑤参加者
８３名
２)女性委員会企画研修会
①日 時 平成２９年７月２２日(土) １３：３０～１６：００
②会 場 新宿区四谷中学校 コミュニティルーム
③内 容 講演『アスリートと貧血』
④講 師：全薬工業株式会社 薬剤師 寺田匡宏氏
⑤参加者
９５名
３)ニュースポーツ研修会
①日 時 平成２９年６月２５日(日) １４：００～１６：３０
②会 場 品川区立スクエア荏原
③内 容 『スポーツ鬼ごっこ』
④講 師：一般社団法人 鬼ごっこ協会 羽崎 貴雄氏
⑤参加者 ７５名
４）宿泊研修会
①日 時 平成３０年３月４日（日）～５日（月）
②会 場 神奈川県熱海市四季倶楽部望洋館
③内 容 講演『ボクシングを通しての障がい者との関わり』
講師 元ライトフライ級１位 村松 竜二氏
実技『ウォーミングアップ＆クールダウン、ボクシングエクササイズ』
講師 理学療法士 濱 秀憲氏、Ｆ-バードボクシング会長 浅沼 晋氏、江里子氏
④参加者 ４０名
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（２）『東京都スポーツ推進委員だより』の発行(配信)
１）１１２号 平成２９年７月３１日発行
①
平成２９年度第１回社員総会
②
女性スポーツ勉強会
③
会長会
④
ニュースポーツ研修会
⑤
関東スポーツ推進委員研究大会栃木大会・表彰
⑥
女性委員会企画研修会
⑦
情報ひろば 大田区、小金井市、大島村
２）１１３号 平成３０年１月３１日発行
①
新年のごあいさつ
②
平成２９年度第２回社員総会
③
平成２９年度第３回社員総会
④
第５８回全国スポーツ推進委員研究協議会・表彰
⑥
初級障がい者スポーツ指導員養成講習会
⑦
平成２８年度実務研修会
⑧
課題別研修会
⑨
東京都障害者スポーツセミナー
⑩
第６回女性スポーツ勉強会
⑪
情報ひろば 板橋区、青梅市、東久留米市、神津島村
（３）顕 彰 (スポーツ推進委員功労者の表彰)
１）平成２９年度東京都スポーツ推進委員協議会表彰
①功労者表彰
２８名
②永年勤続表彰
４名
③特別表彰
該当なし
２）文部科学大臣表彰
①大塚雅一（墨田区）
②尾身信晴（葛飾区）
③植田浩敏（千代田区）
３）平成２９年度関東スポーツ推進委員協議会表彰
◇功労者表彰
①矢作和昭（葛飾区）
②近藤幸雄（中央区） ③宍倉祐子（西東京市） ④寺門孝史（豊島区）
⑤渡部実知子（三鷹市）
⑥菅野弘一（目黒区） ⑦小栗早苗（墨田区） ⑧森田幸雄（羽村市）
４）平成２９年度全国スポーツ推進委員連合表彰
◇功労者表彰
①羽住敏久(足立区) ②飴本公子 （品川区) ③奈良和子(新宿区)
④渡辺文子（西東京市）
◇３０年勤続表彰
①植田浩敏(千代田区) ②近藤幸雄(中央区) ③石淵龍雄(江東区) ④塚田茂晴（江東区）
◇優良団体表彰
青梅市スポーツ推進委員協議会

３.派遣事業
（１）平成２９年度関東スポーツ推進委員研究大会栃木大会
①日 程 平成２９年６月９日(金) ～１０日(土)
②会 場 栃木県宇都宮市栃木県総合センターホール
③内 容 大会テーマ『ひろげっぺ 栃木の大地に輝け笑顔 スポーツの輪』
基調講演『人を創るスポーツ』
講師：とちぎ未来大使、Ｈ．Ｃ．栃木日光アイスバックスシニアディレクター セルジオ越後氏
第１分科会…「地域の特色を生かしたスポーツの振興」
第２分科会…「多様なライフステージにおけるスポーツの振興」
第３分科会…「ウォーキングによる健康実践」
④派遣 新島会長、岡田副会長、中川副会長
（２）第５８回全国スポーツ推進委員研究協議会 茨城県
①日 程 平成２９年１１月９日(木) ～ １０日(金)
②会 場 茨城県つくば市
③内 容 大会テーマ『ファンスポーツ！～すべての人にスポーツの楽しさを～』
基調講演『私の野球人生』
講師：プロ野球 前東北楽天ゴールデンイーグルス監督 大久保博元氏
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シンポジウム『スポーツの力で楽しい未来を創る』
第１分科会…「誰もがいつでも楽しく～気軽に参加できるスポーツクラブで地域の活性化～」
第２分科会…「誰もがどこでも楽しく～心身の健康の保持増進を」
第３分科会…「誰もが一緒に楽しく～ユニバーサルなスポーツの振興を目指して～」
第４分科会…「誰もがいつまでも楽しく～子供のころからのスポーツ習慣確立に向けて～」
④派遣 新島会長、岡田副会長
（３）生涯スポーツ・体力つくり全国会議２０１８
①日 程 平成３０年２月２日(金)
②会 場 広島県広島市
③内 容 大会テーマ『スポーツが変える。未来を創る。～Ｅｎｊｏｙ Ｓｐｏｒｔ、Ｅｎｊｏｕ Ｌｉｆｅ～』
全体会テーマ（シンポジウム）
『ライフステージに応じたスポーツ活動の推進～スポーツ立国の実現に向けて～』
コーディネーター：東海大学大学院体育学研究科長 東海大学体育学部教授 萩裕美子氏
パネリスト
：スポーツ庁長官 鈴木大地氏、 山梨大学教育学部長 中村和彦氏
株式会社博報堂テーマビジネス開発局アカウントディレクター 後山礼氏
熊本県南関町長 佐藤安彦氏
第１分科会…「スポーツを通じた社会の発展や課題解決を考える」
～スポーツ団体等と企業との連携・協働から～
第２分科会…「全ての国民が生活の中でスポーツを豊かに楽しむための指導とは」
～オリンピック・パラリンピックレガシーとしての指導者の在り方を考える～
第３分科会…「第２期スポーツ基本計画とスポーツ推進委員」
第４分科会…「障がい者の運動・スポーツ環境を考える」
～スポーツ活動の日常化へ向けた支援者の連携を考える～
(４)平成２９年度スポーツ推進委員リーダー養成講習会
①日 程 平成３０年３月１０日(土) ～１１日(日)
②会 場 国立オリンピック記念青少年総合センター
③内 容 『スポーツ推進委員のハンドブック～生涯スポーツのコーディネーター～』
講義及び演習
④参加者 東京都３名参加

４.協力事業
(１)東京都
1)平成２９年度 東京都生涯スポーツ担当者研修会
①日 程 平成２９年１２月１８日(月)
②会 場 東京都多摩障害者センター
③内 容 『誰もが楽しむためのスポーツ施設の運営の工夫』
講師：公益社団法人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長 藤田勝敏氏
④参加者 ５８名
２)東京マラソン２０１８
①日 程 平成３０年２月２５日(日)
②内容 都庁～都内各所～東京駅におけるコース整理員等
③協力者 １０３名(区市町村スポーツ推進委員)
(２)第１６回新宿区シティハーフマラソン(区民健康マラソン)
①日 程 平成３０年１月２８日(日)
②内容 明治神宮野球場をメイン会場としたコースの整理員等
(３)(公社)全国スポーツ推進委員連合
①機関誌「みんなのスポーツ」の購読促進
②「スポーツ推進委員手帳」「スポーツ推進委員のハンドブック」の普及推進
③シンボルマークのスポーツ推進委員グッズ(ジャンパー・ポロシャツ・バッジ・ペンダント
・ネクタイ・タイピン・ピンブローチなど)の普及推進
④賛助会員としての協力促進
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