
 

令和４年度第９号 発行日：令和４年１１月２日  

 

 

 

 

 

 

 

趣  旨： 東海ブロック内の総合型地域スポーツクラブ関係者が一堂に会し、総合型地域スポーツ

クラブの運営に必要な情報や課題解決に向けた具体的な取り組み事例等について情報共有

を行い、クラブ育成・支援のためのネットワーク強化と各都道府県総合型地域スポーツク

ラブ連絡協議会間の連携体制をより一層促進する。 

      また、令和 5年度以降の休日部活動の段階的な地域移行が円滑に行われるよう、部活動

改革に関する情報提供を実施する。 

      併せて、総合型地域スポーツクラブが地域で担う役割等について、講演及び情報提供を

行い、原点に立ち返る機会をつくる。 

主  催：公益財団法人日本スポーツ協会総合型地域スポーツクラブ全国協議会（SC全国ネットワーク） 

後  援：スポーツ庁 

日  程：令和４年１２月３日（土）１３：００～１６：００（受付１２：３０～） 

         １２月４日（日） ９：３０～１２：３５（受付 ９：１５～） 

会  場：四日市市地場産業振興センター「じばさん」ホール 

     四日市市安島 1丁目 3-18 TEL：059-353-8100 

     最寄り駅「近鉄四日市駅」徒歩５分 

開催形式：ハイブリッド形式（集合及び Zoomによるオンライン形式での開催）にて実施予定 

     ※新型コロナウイルス感染症拡大状況によっては、zoomを活用したオンライン形式のみで

実施する。 

     ※最終的な開催形式については、11月 18日（金）までに決定し、申込時に登録されたメ

ールアドレスへ連絡する。 

対 象 者：SC全国ネットワーク登録クラブ関係者 

     SC全国ネットワーク未登録クラブ関係者（設立準備中団体を含む） 

     行政担当者 

     都道府県体育・スポーツ協会等関係者 

     その他、総合型地域スポーツクラブに関心のある者で日本スポーツ協会が認めた者 

内  容：〈１日目〉①共通プログラム：「運動部活動改革についての情報共有／質疑応答」 

          ②運動部活動の課題解決のためのワークショップ 

     〈２日目〉①日本スポーツ協会からの情報提供 

          ②講演：「総合型地域スポーツクラブの原点回帰」 

           講師：東海ブロッククラブネットワークアクション副実行委員長 

東海学園大学 井澤 悠機 氏 

          ③グループワーク：私たちの目指す（理想の）クラブ 

東海ブロッククラブネットワークアクション 2022 開催 

テーマ：変革が進むなか「総合型地域スポーツクラブ」のできることは？ 



参加申込：下記のオンラインフォームからお申込みください。 

     URL：https://forms.office.com/r/N4zDQsS1Q8 

申込期限：令和４年１１月２１日（月）１２：００ 

協 力 金：SC全国ネットワーク登録クラブ関係者        ２，２００円（消費税込） 

     SC全国ネットワーク未登録クラブ関係者（設立準備中団体含む）３，３００円（消費税込） 

     行政担当者（開催都道府県以外）           ３，３００円（消費税込） 

     その他                       ３，３００円（消費税込） 

問合せ先：公益財団法人日本スポーツ協会 地域スポーツ推進部 クラブ育成課 

     TEL：03-6910-5815  FAX：03-6910-5820 

 

詳しいことは、下記よりご確認ください。 

https://www.japan-sports.or.jp/local/tabid508.html 

 

 

 

 

スポーツガーデン ミエスポインではオータム・ウィンターキャンペーンとして「健康講座」を開

催します。みなさま、お誘い合わせの上ぜひお越しください。 

 

「第１回健康講座 inスポーツガーデン ミエスポイン」 

日  時：令和４年１１月１２日（土）１０：３０～ （開場１０：００～） 

会  場：スポーツガーデン Mie Spo Inn ホール１・２（鈴鹿市御薗町 1669番地） 

定  員：５０名 

会  費：１，０００円（健康ランチ＋天名乃湯 入浴券付き） 

内  容：演題「涙の声が聞こえる」 

     講演者 元三重大学学長 内田淳正氏 

申  込：事前予約が必要となりますので、下記 TELまでお願いします。 

問合せ先：スポーツガーデンミエスポイン TEL:059-372-6055 

 

詳しいことは、ミエスポインのホームページをご覧ください。 

https://miespoinn.com/category/event/ 

 

 

 

 

 

 

第３弾の伊賀会場では、幼稚園から小学低学年までの子どもたちが楽しめるプログラムとなってお

ります。 

 また伊賀市民スポーツフェスタも同時開催し、どなたでも参加できる「健康体操体験」を行います。

ぜひご家族で遊びに来てください。 

総合型地域スポーツクラブ PR イベント開催 

スポーツガーデン ミエスポインよりお知らせ 

ミエスポイン 

https://forms.office.com/r/N4zDQsS1Q8
https://www.japan-sports.or.jp/local/tabid508.html
https://miespoinn.com/
資料/健康講座（チラシ）_修正版.pdf


 

日時：令和４年１１月１３日（日）９：３０～１２：３０ 

会場：伊賀市民体育館（伊賀市緑ヶ丘町 920） 

 

◆初心者向けサッカー体験 

◆スポーツリズムトレーニング体験 

■総合型地域スポーツクラブ PRブース 

 

 

 

詳しいことは、三重県スポーツ協会のホームページをご覧ください。 

http://www.mie-sports.or.jp/home/mie-kouiki/sougougata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公益財団法人日本生命財団による助成 

〈児童・少年の健全育成助成〉 
 

対象団体  次の要件を満たしている民間の団体（法人格の有無は問わない）を対象とします。 

      ①申請時点で設立後１年以上の活動実績がある団体 

      ②常時１０名以上の構成員がいる団体 

       ただし、「子育て支援活動」「療育支援活動」を行う団体は、活動の対象となる児

童・少年の延べ人数を含めます。 

      ③構成員の半数以上が１８歳未満の児童・少年である団体 

       ただし、「子育て支援活動」「療育支援活動」「フリースクール活動」を行う団体に

は、この要件を適用しません。 

      ④少なくとも月１回以上を目処として定例活動を行っている団体 

      ⑤助成により購入した物品を直接・継続的に活用し管理できる団体 

対象活動  次代をになう児童・少年が健やかに育っていくために、定期的に継続して行っている次

のような活動を対象とします。 

      ①自然と親しむ活動 

      ②異年齢・異世代交流活動 

      ③子育て支援活動 

      ④療育支援活動 

      ⑤フリースクール活動 

助成事業のお知らせ 

【問合せ先】 

公益財団法人三重県スポーツ協会 

〒510-0261鈴鹿市御薗町 1669 三重交通 G スポーツの杜 鈴鹿内 

TEL：059-372-3880   FAX：059-372-3881 

E-mail：sc-mie@mie-sports.or.jp 

とこまるが 

遊びに来るよ！ 

http://www.mie-sports.or.jp/home/mie-kouiki/sougougata
file://///192.168.123.3/data/業務/41広域SC/06_メールマガジン/R04/sc-mie@mie-sports.or.jp
../../03_総合型地域スポーツクラブ関係/07_総合型クラブPRイベント/チラシ/ポスター/3_スポーツフェスタポスター_伊賀0913.pdf


対象物品  対象活動を継続的に展開するにあたって、その活動になくてはならない直接活用物品で、

子どもたち自らが主体的・継続的に共有して活用する物品とします。 

      ただし、上記に準じ、対象活動を安全・円滑に実施するために必要な物品も対象とします。 

金  額  １団体３０万円～６０万円（物品購入資金助成） 

      ※物品購入総額が６０万円を超える場合は、総額に占める申請額の割合が６割以上であ

ることが必要です。 

締 切 日  令和４年１１月１５日（火）必着 

申請方法  所定の申請書に必要事項をご記入のうえ、下記提出先へご提出ください。 

      申請書は日本生命財団のホームページからダウンロードできます。 

      http://www.nihonseimei-zaidan.or.jp/jidou/xlsx/2023_jidou_shinsei.xlsx 

提 出 先  三重県 子ども・福祉部 少子化対策課 

      〒514-8570 津市広明町 13   TEL：059-224-2269 

 

〈生き生きシニア活動顕彰〉 
 

対象団体  高齢者が主体となり、長きにわたり継続して月１回以上の地域貢献活動に取り組んでお

り、今後とも安定した活動が見込まれる民間の団体（法人格の有無は問わない） 

対象活動  ①高齢者による児童・少年の健全育成活動 

      ②高齢者による障がい者支援活動 

      ③高齢者による高齢者支援活動 

      ④高齢者による地域づくり活動 

金  額  １団体５万円 

締 切 日  令和３年１１月１５日（火）必着 

申請方法  所定の申請書に必要事項をご記入のうえ、下記提出先へご提出ください。 

      申請書は日本生命財団のホームページからダウンロードできます。 

http://www.nihonseimei-zaidan.or.jp/ikiiki/xlsx/2023_ikiiki_shinsei.xlsx 

提 出 先  三重県 医療保健部 長寿介護課 

      〒514-8570 津市広明町 13   TEL：059-224-3327 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニッセイ財団 

【問合せ先】 

公益財団法人日本生命財団 助成事業部 

〒541-0042 大阪市中央区今橋３丁目１番７号 日本生命今橋ビル４階 

TEL：06-6204-4014   FAX：06-6204-0120 

HP：http://www.nihonseimei-zaidan.or.jp/ 

http://www.nihonseimei-zaidan.or.jp/jidou/xlsx/2023_jidou_shinsei.xlsx
http://www.nihonseimei-zaidan.or.jp/jidou/xlsx/2023_jidou_shinsei.xlsx
http://www.nihonseimei-zaidan.or.jp/ikiiki/xlsx/2023_ikiiki_shinsei.xlsx
http://www.nihonseimei-zaidan.or.jp/ikiiki/xlsx/2023_ikiiki_shinsei.xlsx
http://www.nihonseimei-zaidan.or.jp/index.html
http://www.nihonseimei-zaidan.or.jp/


 

チャレンジ・ザ・ゲーム普及審判員養成研修会 

 

 

 

 

 

 

 

主  催  三重県、一般社団法人三重県レクリエーション協会 

日  時  令和４年１１月２３日（水祝）９：００～１２：００（受付８：４５～） 

会  場  三重県総合文化センター 大 1リハーサル室 

参 加 費  無料 

      ※元気アップ・リーダー登録（チャレンジ・ザ・ゲーム普及審判員） 

       登録無料・テキスト代５００円（登録にはテキストが必要） 

対 象 者  １７歳以上で、スポ・レクに関心のある方、総合型地域スポーツクラブに関わっている

方、地域活動を行っている方 

申込方法  参加申込書に必要事項を記入のうえ、三重県レクリエーション協会事務局まで FAXか 

メールでお申込みください。 

締 切 日  令和４年１１月１１日（金） 

そ の 他  ・運動ができる服装、マスク着用でお越しください。会場は土足 OKです。 

・本研修会はレク資格取得時の事業参加及び個々の活動の習得単位となります。 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

【発行】 公益財団法人三重県スポーツ協会 

        〒510-0261 鈴鹿市御薗町 1669 番地 三重交通 G スポーツの杜 鈴鹿 

        TEL：059-372-3880  FAX：059-372-3881 

       E-mail：sc-mie@mie-sports.or.jp 

WEB：http://www.mie-sports.or.jp/home/mie-kouiki 

Facebook：https://www.facebook.com/mie.kouiki.sc/ 

≪スポーツくじ(toto・BIG)について≫ 

スポーツくじ(toto・BIG)は、子どもからお年寄りまで誰 

もが身近にスポーツに親しめる環境整備や、国際競技力向 

上のための環境整備など、新たなスポーツ振興政策を実施 

するため、その財源確保の手段として導入されたものです。 

三重県レクリエーション協会 

地域スポーツ・レクリエーション指導者養成事業 

【問合せ・申込先】 

一般社団法人三重県レクリエーション協会事務局 

〒514-0002 津市島崎町 3-1 三重県島崎会館 

TEL：059-246-9800  FAX：059-246-9801 E-mail：mie-rec@ztv.ne.jp 

チャレンジ・ザ・ゲームには、運動が苦手な人でも楽しく体が動かせて、仲間とのコミュニ

ケーションも深まる種目がたくさんあります。普及審判員が２人いると、いつでもどこでも全

国大会（日本協会へ記録申請）を開くことができます。この研修会を受講されると、ゲンキア

ップ・リーダー（チャレンジ・ザ・ゲーム普及審判員資格）として即日登録できます。 

http://www.mie-rec.net/seminar/2022/cg.pdf
mailto:sc-mie@mie-sports.or.jp
http://www.mie-sports.or.jp/home/mie-kouiki
https://www.facebook.com/mie.kouiki.sc/
http://www.yonexsports-f.or.jp/joseikin.html
mailto:mie-rec@ztv.ne.jp

