
平成26年度都道府県研修会

県 開催場所 開催日時
青森県 青森県総合社会教育センター 平成26年5月24日 115 人 講演 ライフステージに応じたスポーツ活動支援

～働き盛り世代、子育て世代を中心として～

実践発表 スポーツ推進委員の意識向上のために

宮城県 岩沼市総合体育館 平成26年10月4日 206 人 講演 スポーツを通じて学んだこと・感じたこと

実技研修 エアボールゲーム

秋田県 美郷町公民館 平成26年5月24日 258 人 記念講演 報道現場から見た秋田のスポーツ

フォーシーズン ～ 研究協議 総合型地域スポーツクラブを核とした地域活性化事業とスポーツ推進委員の関わり

角館公民館 平成26年5月25日 実技研修 歴史案内人による武家屋敷ウォーキング

福島県 しらさわカルチャーセンター 平成26年10月31日 356 人 講演 スポーツから学んだこと

白沢公民館 ～ 第1分科会 気軽に参画できるスポーツ環境づくりをめざして

白沢体育館 平成26年11月1日 第2分科会 地域が協働するためにスポーツ推進委員が果たす役割

実技研修 ダブルダッチ、スカットボール、ボクシングスタイルエクササイズ

栃木県 日産自動車（株）栃木工場 平成26年12月6日 180 人 講演 野球でこぼこ道

ゲストホール

群馬県 利根沼田文化会館 平成26年7月19日 398 人 公開トーク スキーが教えてくれたこと

玉原ラベンダーパーク 実技 山岳ウォーキング・玉原ラベンダーパーク散策

埼玉県 スポーツ総合センター　他 平成27年2月7日 140 人 講義１ 全国スポーツ推進委員研究協議会岩手大会の報告

講義２ 障がい者のスポーツ参加とスポーツ推進委員の役割

実技 バランスボール、太極拳

神奈川県 川崎市体育館 平成26年11月23日 361 人 実技 ラジオ体操

山梨県 アピオ甲府 平成26年12月14日 349 人 テーマ 好循環を生み出す新たなスポーツ推進委員の役割

　～活力と夢のあるスポーツ指導とは～

講演１ 走れ！大地を走れ！人生を走れ！～私のスポーツ観、人生観～

講演２ ０（ゼロ）から日本一へ

長野県 レザンホール 平成26年11月16日 421 人 基調講演 運動・スポーツの力で「健康長寿県」長野へ

パネルディスカッション

スポーツによる健康長寿への取り組み

第1分科会 スポーツにおける口腔外傷の応急処置と予防方法

第2分科会 ウェーブストレッチ

第3分科会 塩尻流ミニバレー

第4分科会 ワイン工場を巡るウォーキング

参加人数 内容



新潟県 村上市「大観荘せなみの湯」 平成26年9月20日 238 人 講演 我が国のスポーツ行政の動向

他 ～ ―2020オリンピック・パラリンピック開催に向けて

平成26年9月21日 パネルディスカッション

今こそ団結！新潟県のスポーツの発展に向けて

実技 ドッチビー、笑いヨガ、ノルディックウォーキング、スポーツクライミング

富山県 朝日町文化体育センター 平成26年10月26日 135 人 講演 審判　見聞録

実技 ビーチボール、エスキーテニス

福井県 金津創作の森 平成26年11月9日 180 人 実践発表 みんなでいまじょうこうのなんじょう山海里

トリムパークかなづ 講演会 夢に向かって頑張る生徒たちとともに

対抗戦 ビーチボール

岐阜県 羽島市文化センター 平成26年12月6日 588 人 研究主題 生涯スポーツ社会の実現を目指して

講演 いかにしてメダリストが生まれたか。

第1分科会 生涯スポーツ普及への取り組み

　～誰でも気軽に楽しみながらできる軽スポーツ～

第2分科会 地域力向上につながる「人と人のつながりづくり」

　～スポーツ推進委員だからこそできる”つながりづくり”～

静岡県 御前崎市民会館 平成26年8月17日 542 人 研究発表 掛川市、長泉町

講演 人の輪とスポーツ推進委員の役割

愛知県 刈谷市総合文化センター 平成26年7月5日 1,159 人 講演 全国スポーツ推進委員連合リーダー養成講習会に参加して

パネルディスカッション

スポーツ推進委員の抱く疑問や課題

三重県 紀宝町生涯学習センター 平成26年12月13日 240 人 講演会 メンタルがスポーツ上達に与える影響力

実技 ウォーキング

滋賀県 野洲市さざなみホール 平成26年8月24日 401 人 基調講演 障がいの理解とスポーツ

事例発表 大津市　だれもが楽しめる地域スポーツの未来図

近江八幡市　新生近江八幡市における生涯スポーツの普及

講演 幼児・児童のスポーツ指導のあり方

京都府 大山崎町体育館 平成26年6月15日 310 人 事例発表 向日市スポーツ推進委員協議会・宮津スポーツ推進委員会

講演 私とスポーツ～ともに学び　ともに育つ～

分科会 実技研修１　ワンバウンド　ふらばーる　バレー

実技研修２　スリータッチボール

理論研修１　スポーツのための効果的な食事

理論研修２　スポーツ活動中の水分補給と熱中症対策



大阪府 大阪府立 平成26年9月6日 524 人 事例発表 スポーツで仲間をつくろう～世代を超えた笑顔の交流～

門真スポーツセンター あふれる笑顔～地域に根ざした活動から生涯スポーツのまちをめざして～

実技 ニュースポーツ及びアイスブレイクの紹介

兵庫県 高砂市文化会館 平成26年10月31日 412 人 事例発表 健幸な笑顔のために～地域の和を生み出すプール開放事業、

ふれあいスポーツフェスティバル～

健康寿命日本一を目指して～丹波市スポーツ推進委員会の挑戦～

地域に根ざしたスポーツ推進委員活動を目指して

スポーツから繋がる輪～障がい者と共に

講演 誰もがスポーツに親しむために～ユニバーサルスポーツの考え方～

パネルディスカッション

誰もがスポーツに親しめる機会を広げる工夫とは

奈良県 広陵町中央公民館・体育館 平成26年8月30日 186 人 講演 奈良県のオリジナル体操で誤嚥しにくい体、転びにくい体を作ろう！

～飲み込み機能は姿勢バランスにも関係する？～

実技 スローエアロビック

和歌山県 串本町文化センター 平成27年2月20日 115 人 事例発表 スポーツ推進委員の現状と活動について

ウォーキングで元気な町に！

記念講演 スポーツ指導者に求められる資質

鳥取県 米子市淀江文化センター　ほ 平成26年12月6日 241 人 テーマ スポーツで健康・体力づくり
～ 講演 私とサッカー人生

平成26年12月7日 実践発表 琴浦町スポーツ推進委員の活動紹介と課題

総合型地域スポーツクラブとスポーツ推進委員の関わり

実技研修 スポーツ吹矢

島根県 島根県立青少年の家 平成26年8月30日 207 人 講演 長寿社会を健康に生きる技　スポーツと健康
～ 実技 ノルディックウォーク、サバニ、カッター

平成26年8月31日

広島県 グリーンピアせとうち 平成26年7月12日 289 人 講演 テッシー流健康維持法～オリンピックで得た健康生活の極意～
～ 実技研修 ウォーキング

平成26年7月13日 実技研修 シーカヤック

実技研修 海洋救命措置（天候不良により開催中止）

山口県 宇部市渡辺翁記念会館 平成26年6月14日 341 人 記念講演 姿勢が変われば全てが変わる～心と体のバランスを大切に～

宇部市俵田翁記念体育館 ～ 研究協議 地域の特性を活かしたスポーツの取組について

平成26年6月15日 実技講習 体幹トレーニング

徳島県 つるぎ町就業改善センター 平成26年7月6日 126 人 講義 熱中症予防について

講義 スポーツ活動に必要な栄養・食事

報告 スポーツ推進委員リーダー研修会の報告

実技 シンプルエクササイズ短時間で代謝アップ



香川県 サンポートホール高松 平成26年7月12日 310 人 講演 スポーツ推進委員の意義と課題

各市町における取り組み事例発表

愛媛県 愛媛県生涯学習センター 平成26年5月24日 185 人 講演 障がい者スポーツ

西条地区

ビバスポルティアSAIJO 平成26年6月1日 84 人 実技 ユニホック・ノルディックウォーク

今治地区

玉川総合公園多目的体育館 平成26年6月22日 47 人 実技 ユニホック・ノルディックウォーク

松山地区

久万B&G海洋センター 平成26年6月28日 96 人 実技 ユニホック・ノルディックウォーク

八幡浜地区

内子スポーツセンター 平成26年6月14日 46 人 実技 ユニホック・ノルディックウォーク

宇和島地区

松野町スポーツ交流センター 平成26年6月7日 17 人 実技 ユニホック・ノルディックウォーク

高知県 高知県教育センター分館 平成26年12月14日 72 人 事例発表 総合型地域スポーツクラブとともに

～仁淀川町におけるスポーツ推進委員の取り組み～

講演 地域のスポーツ指導者に求められるもの

体験研修 スナックゴルフ、ミニテニス、スラックライン、スマイルボウリング

福岡県 春日グローバルプラザ 平成26年12月14日 921 人 テーマ 東京オリンピックから50年　今、スポーツが動き出す

特別講演 カーリング競技　そして、３度のオリンピックから得たもの

シンポジウムスポーツで育む地域の元気と活力、そして　絆

佐賀県 有田町焱の博記念堂 平成27年2月28日 400 人 テーマ スポーツで築く地域の絆

記念講演 陸上競技で得たもの

シンポジウム開催地区スポーツ推進委員による事例発表

長崎県 諫早市文化会館 平成27年2月14日 288 人 特別講演 スポーツでひつとになる！

事例発表 スポーツを楽しみ　笑顔になれるまち　松浦！

ニュースポーツフェスティバルを通して

研修会報告 平成２５年度スポーツ推進委員リーダー養成講習会受講報告

熊本県 玉名市総合体育館 平成26年11月29日 633 人 講演 健康のありがたさ～何時でも・何処でも・一人でも～
～ 分科会 地域実践から学ぶ、スポーツ推進委員の姿

平成26年11月30日 実技研修 囲碁ボール・ヘルスバレーボール

宮崎県 新富町文化会館 平成26年11月29日 279 人 主題 地域のニーズに応じた、スポーツ推進委員の在り方

木城町体育館 ～ スローガン みんながスポーツ1130　すこやか人生

木城町総合運動場 平成26年11月30日 ～地域のみんなが親しみ楽しめる生涯スポーツの普及～

研修 正しい運動の仕方～効率良く成果が上がる運動方法

基調講演 バレーボールとの出会いとチャレンジ

実技講習 バスタボー、Iroバレー、タグラグビー、ノルディックウォーキング



沖縄県 国頭村民ふれあいセンター 平成26年8月30日 283 人 講演 総合型地域スポーツクラブについて
～ シンポジウム地域住民の誰もが日常的・習慣的にスポーツ活動ができる環境づくり

平成26年8月31日 　～いつでも・どこでも・だれでも・いつまでも～


	事業内容

