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平成28年熊本地震により、被害を受けられました皆様に
心よりお見舞い申し上げるとともに、

一日も早い復旧復興を祈念いたします。

～絆に感謝～
「元気」と「勇気」をありがとう

　熊本県は、４月に発生した「平成28年熊本地震」により、甚大な被害を受けました。

　このような中、この度の震災に際しまして、全国の皆様から多くの御厚情あふれる励ましの

声援や多大なる御支援を賜りました。

　皆様の温かいお気持ちに、たくさんの「元気」と「勇気」をいただきました。

　ここに厚くお礼申し上げます。

　本会は、本県が掲げる「チームくまもと」の一員として、より豊かな熊本県とするために、

「スポーツの力で熊本を元気に！」し、「スポーツの力による復興を目指して」、皆様と力を合

わせて復興に取り組んで参ります。 

　本県の復興はスタートを切ったばかりです。これからの道筋には、長い時間と多くの力が必

要となります。

　今後も本県へ応援をいただきますようよろしくお願いするとともに、本会の活動へ御理解

と御協力を賜りますようお願い申し上げます。
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平成２８年熊本地震に係る被害状況等について
〇発　生　日　時 平成28年４月１４日（前震）／４月16日（本震）

〇マグニチュード 6.5（前震）／7.3（本震）

〇最　大　震　度 震度７（２回）

〇人　的　被　害 死者110人／負傷者2478人

〇建　物　被　害 全壊8248棟／半壊３万749棟／一部損壊13万2974棟

〇ライフライン被害 電気45万5200戸／ガス10万884戸／水道39万6600戸

〇最大避難者数 18万3882人（熊本県人口の10.3％）

〇地　震　回　数 4087回（うち震度６弱以上の回数７回）

〈平成28年10月14日現在：熊本地震発生から６か月後〉

〇文化財被害（熊本城）

〇主要道路破損（交通や物流の停滞）

〇商業施設被害（健軍商店街）

〇阿蘇大橋の崩落（阿蘇・大分主要ルート寸断）
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第７１回国民体育大会総合成績一覧表

東　京  1322.51位東　京  2532.51位

岩　手 　9812位岩　手  19242位
愛　知 　9793位埼　玉  18933位
埼　玉 　9704位愛　知  1777.54位
愛　媛 　9685位千　葉  16765位
大　阪 　9516位大　阪  16426位
千　葉 　9197位愛　媛  15317位
京　都 　790.58位神奈川  15208位
神奈川 　7519位北海道  14089位
北海道 　743.510位岐　阜  1354.510位
兵　庫 　73511位兵　庫  129311位
福　岡 　734.512位京　都  128912位
岐　阜 　73313位福　岡  128613位
茨　城 　660.514位広　島  1192.514位
広　島 　655.515位岡　山  114615位
岡　山 　653.516位静　岡  1093.516位
福　井 　645.517位新　潟  105417位
長　野 　623.518位福　井  1052.518位
新　潟 　610.519位長　野  1041.519位
静　岡 　588.520位和歌山  1008.520位
富　山 　586.521位富　山 　988.521位
熊　本 　566.522位茨　城 　981.522位
山　形 　56623位山　梨 　953.523位
山　梨 　56623位宮　城 　94824位
群　馬 　565.525位群　馬 　93425位
宮　城 　55826位山　形 　92926位
鳥　取 　55427位三　重 　92027位
鹿児島 　551.528位長　崎 　919.528位
和歌山 　54429位山　口 　906.529位
香　川 　52730位栃　木 　903.530位
福　島 　519.531位熊　本 　899.531位
石　川 　508.532位鹿児島 　89532位
佐　賀 　49333位滋　賀 　88833位
山　口 　491.534位奈　良 　86934位
長　崎 　49135位福　島 　843.535位
秋　田 　486.536位石　川 　83836位
奈　良 　47037位秋　田 　817.537位
滋　賀 　466.538位大　分 　78638位
三　重 　459.539位宮　崎 　768.539位
青　森 　458.540位青　森 　759.540位
栃　木 　452.541位香　川 　759.540位
大　分 　447.542位鳥　取 　753.542位
島　根 　44443位佐　賀 　739.543位
宮　崎 　440.544位沖　縄 　70244位
沖　縄 　41945位島　根 　63245位
徳　島 　38046位徳　島 　540.546位
高　知 　373.547位高　知 　455.547位

都道府県名 得　点順　位都道府県名 得　点順　位
皇后杯（成績順）天皇杯（成績順）

　「広げよう　感動。伝えよう　感謝。」のスローガンのもと、岩手県で開催された第７１回国民体育大会「希望郷
いわて国体」は、平成28年10月１日（土）～10月１１日（火）までの会期〔水泳競技会は会期前の９月４日（日）～11
日（日）実施〕で開催されました。
　選手団結団式では、公益財団法人熊本県体育協会  甲斐隆博会長から団長である蒲島郁夫熊本県知事に、蒲島団
長から、選手団を代表してバレーボール競技　成年女子　川口美久選手〔㈱熊本サービスセンター〕に団旗が授与
され、剣道競技　少年男子　梶谷彪雅選手（九州学院高等学校）が力強く宣誓しました。
　「熊本地震」に際し、全国の方々からいただいた御支援への感謝と、復旧・復興に向かって、県民が一丸となって
取り組んでいる姿を伝えるため、総合開会式では、「元気と勇気をありがとう　がんばるモン」の横断幕を掲げ行進
しました。また、各競技会場において、選手団一同が「く
まモン」のワッペンと缶バッジをユニフォームにつけ、交
流を図るとともに、「熊本地震」で被災された多くの
方々に夢と希望、勇気を届けられるよう熱い戦いを展開
しました。　
　期間中は、決戦を繰り広げ、昨年度の「紀の国わかや
ま国体」を上回る８競技（９種目）で優勝をはじめ、63
の入賞を果たし、天皇杯31位、皇后杯22位の成績を収
めることができました。

 

東日本大震災復興の架け橋

※写真提供：公益社団法人日本馬術連盟

※写真提供：中村賢二 /ＪＣＦ
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第71回国民体育大会「希望郷いわて国体」
優勝報告会

１０月２日～５日（一関市総合体育館）
フェンシング競技 成年女子

監督　　今井　彰宏　〈㈱再春館製薬所〉
選手　　伊東　可奈　〈㈱再春館製薬所〉　福島　由紀　〈㈱再春館製薬所〉
　　　　廣田　彩花　〈㈱再春館製薬所〉

監督兼選手　　森　美奈子〈熊本県立翔陽高等学校(教)〉
　　　選手　　菊池　小巻〈専修大学〉　　緒方実奈海〈法政大学〉

１ 回 戦 ：対　京都府　２－０　勝利 （福島、廣田２－０　伊東２－１）
準々決勝 ：対　岐阜県　２－１　勝利 （福島、廣田２－０　伊東１－２　廣田２－０）
準 決 勝 ：対　宮城県　２－１　勝利 （福島、廣田２－０　伊東０－２　福島２－０）
決　　勝 ：対　東京都　２－１　勝利 （福島、廣田２－１　伊東１－２　福島２－１）

　
１ 回 戦：対　岩手県　　２－１　勝利 （緒方×３－５　　菊池〇５－２　　森〇５－１）
　　　　：対　大阪府　　２－１　勝利 （菊池〇５－４　　緒方〇５－２　　森×４－５）
２ 回 戦：対　高知県　　３－０　勝利 （緒方〇５－１　　菊池〇５－１　　森〇５－１）
　　　　：対　秋田県　　１－２　敗退 （菊池×４－５　　　森〇５－１　緒方×２－５）
　　　　　　　　　　　　＊第３プール１位（１勝１敗個人勝ち数による）で決勝進出　
準々決勝：対　秋田県　　２－１　勝利 （緒方×４－５　　菊池〇４－３　　森〇４－３）
準 決 勝：対　群馬県　　２－１　勝利 （菊池〇５－１　　緒方×１－５　　森〇５－１）
決　　勝：対　和歌山県　２－１　勝利 （緒方〇５－０　　菊池×３－５　　森〇５－２）

監督　今井　彰宏 〈㈱再春館製薬所〉
選手　伊東　可奈 〈㈱再春館製薬所〉
選手　福島　由紀 〈㈱再春館製薬所〉
選手　廣田　彩花 〈㈱再春館製薬所〉

１０月２日～５日（北上総合運動公園総合体育館）
バドミントン競技 成年女子

     　　　　　 監督　　渕上　裕仁〈熊本県立熊本農業高等学校(教)〉
ホースマネージャー　　塚本　親治〈熊本県立菊池農業高等学校(教)〉
      　　　　　選手　　吉永　翔司〈熊本県立菊池農業高等学校〉
      　　　　　馬名　　桜照号

（ダービー）減点/０　時間/１分36秒86　

10月２日～6日（岩手県競馬組合水沢競馬場）
馬術競技 少年男子

　第71回国民体育大会「希望郷いわて国体」で優勝した選手や監督が、平成28年10月21日（金）に蒲島
郁夫知事に優勝の報告をしました。

㈱再春館製薬所の廣田、伊東、福島の３選手が出場。一昨年度の「長崎がんばらんば国体」、昨年度の「紀の国わか
やま国体」に続いて同じメンバーでは３年連続、成年女子種別としては５度目の優勝を果たしました。

経験豊富な森選手、リオデジャネイロ五輪のバックアップメンバーである菊池選手、勢いのある緒方選手の抜群のチー
ムワークで、昨年度の「紀の国わかやま国体」に続いての連覇を果たしました。

障害を１つも落とさず、４選手によるジャンプオフも制し、見事に優勝を飾りました。
また、少年二段階障害飛越でも６位入賞しました。
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１０月２日～５日（一戸町体育館）
なぎなた競技 少年女子

監督　　髙濵　壽夫〈宇土市立鶴城中学校(教)〉
選手　　川副　圭太〈文徳高等学校〉

監督　　山田　裕子〈熊本県なぎなた連盟〉
選手　　北島　未智〈尚絅高等学校〉　　坂本　　優〈熊本県立熊本西高等学校〉
　　　　春山りんか〈熊本県立熊本西高等学校〉

１ 回 戦 ： 対　青森県　　不戦勝
２ 回 戦 ： 対　新潟県　　したてひねり
３ 回 戦 ： 対　神奈川県　おしだし

準々決勝 ： 対　愛媛県　うっちゃり
準 決 勝 ： 対　長野県　うっちゃり
決　　勝 ： 対　新潟県　おしだし

　

１ 回 戦 ： 対　山口県　２－１　勝利 （春山〇 判定、北嶋〇 判定、坂本× －メ）
２ 回 戦 ： 対　山梨県　２－１　勝利 （春山× －ス、北島〇 判定、坂本〇 ス－）　　
準々決勝 ： 対　岩手県　２－１　勝利 （春山〇 ス－、北島〇 判定、坂本× 判定）
準 決 勝 ： 対　東京都　３－０　勝利 （春山〇 メ－、北島〇 判定、坂本〇 判定）
決　　勝 ： 対　秋田県　２－１　勝利 （春山〇 判定、北島× 判定、坂本〇 判定）

〔東矢選手：ケイリン〕
　１回戦 ： 11秒411　１位　　２回戦 ： ２位で準決勝進出
　準決勝 ： ２位で決勝進出　　　決　勝 ： 11秒837

〔佐藤選手：ポイント・レース〕
　予　選 ： ９点（４位で決勝進出）　　決　勝 ： 25点

１０月２日～４日（八幡平市総合運動公園体育館）
相撲競技 少年男子

監督　　中田　将次〈熊本市立千原台高等学校(教)〉
選手　　東矢　圭吾〈熊本市立千原台高等学校〉
　　　　佐藤　　健〈九州学院高等学校〉

１０月５日～９日（紫波町自転車競技場）
自転車競技 少年男子

２回戦でインターハイ準優勝、準々決勝でインターハイ優勝の選手を破っての優勝です。

準々決勝では地元岩手県に勝利し、12年ぶりに王座を奪還しました。

　決勝で２位の選手に僅か数センチ先着という大接戦を制し、インターハイに続いて２冠を達成しました。

予備登録選手から、急遽出場が決まった選手ですが、戦略どおりに走り、２位以下に大差をつけての優勝です。

１ 回 戦 ： 対　大分県　４分46秒[フォール] 勝利　　 
２ 回 戦 ： 対　千葉県　８－４ 勝利
準々決勝 ： 対　北海道　３分56秒[Ｔフォール] 勝利　
準 決 勝 ： 対　長崎県　１分35秒[フォール] 勝利
決　　勝 ： 対　岐阜県　４－３ 勝利

監督　三原　大典〈熊本県立玉名工業高等学校(教)〉
選手　荒木　大貴〈熊本県立玉名工業高等学校〉

１０月７日～１０日（宮古市民総合体育館）
レスリング競技 少年男子

昨年度まで連覇をしていました５０㎏級から５５㎏級へ階級を上げての出場となりましたが、一昨年度の「長崎がんば
らんば国体」、昨年度の「紀の国わかやま国体」に続いて、高校生活３年間で３大会連続の優勝を果たしました。

兄である重岡優大選手と同様に、全国選抜、インターハイ、国民体育大会の高校３冠を達成しました。

【優勝までの軌跡】
１ 回 戦 ： 対　鳥取県　ＴＫＯ　 勝利　　準々決勝 ： 対　岩手県　判　定　 勝利　
準 決 勝 ： 対　東京都　判　定　 勝利　　決　　勝 ： 対　福岡県　判　定　 勝利　

監　　督　中村　匡一〈熊本市立白坪小学校(教)〉
セカンド　西垣健三郎〈熊本県立阿蘇中央高等学校(教)〉
選　　手　重岡銀次朗〈開新高等学校〉

１０月２日～４日（奥州市水沢体育館）
ボクシング競技 少年男子
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第71回国民体育大会『希望郷いわて国体』

熊本県選手団入賞者一覧表
入　賞 競　技 種　別 種　　　目 氏　　　名（所　　属） 成　　　　　　　　　績

１位 ボクシング 少年男子 ピン級 重岡　銀次朗
（開新高等学校）

２回戦：３回ＴＫＯ勝ち（鳥取）　準々決勝：判定勝ち（岩手）
準決勝：判定勝ち（東京）　　　　決　　勝：判定勝ち（福岡）　優勝

１位 レスリング 少年男子 フリースタイル５５ｋｇ 荒木　大貴
( 玉名工業高等学校 )

１ 回 戦：フォール勝ち（4分46秒）大分　　２回戦：８－４勝ち千葉
準々決勝：フォール勝ち（3分56秒）北海道　準決勝：フォール勝ち（1分35秒）長崎
決　　勝：４－３勝ち岐阜　優勝

１位 自転車 少年男子 ケイリン 東矢　圭吾
（千原台高等学校）

予選１回戦：１位　11秒411　２回戦：２位　準決勝：２位
決　勝：11秒837　優勝

１位 自転車 少年男子 ポイントレース 佐藤　　健
( 九州学院高等学校 ) 予　選：４位　決　勝：優勝

１位 馬　術 少年 ダービー 吉永　翔司
( 菊池農業高等学校 ) 決　勝：１位（１分３６秒８６）減点０　優勝

１位 フェンシング 成年女子 フルーレ 選抜
[ 森・菊池・緒方 ]

プール１回戦：2－1　岩手　　2－1　大阪  　※２勝：２回戦進出
プール２回戦：3－0　高知　　1－2　秋田  　※１勝１敗
準 々 決 勝：2－1　秋田　準決勝：２－１　群馬　決勝：２－１和歌山　優勝

１位 バドミントン 成年女子 ㈱再春館製薬所
［廣田 ･ 伊東 ･ 福島］

１回戦：２－ 0　京都　　準々決勝：２－１　岐阜
準決勝：２－１　宮城　　決　　勝：２－１　東京　　優勝

１位 相撲 少年男子 個人 川副　圭太
（文徳高等学校）

決勝トーナメント 1 回戦：不戦勝　青森　2 回戦：したてひねり　新潟
3 回戦：おしだし　神奈川　準々決勝：うっちゃり　愛媛
準決勝：うっちゃり　長野　決　　勝：おしだし　　新潟　　優勝　　　

１位 なぎなた 少年女子 試合 選抜
[ 春山・坂本・北島 ]

１回戦：2－1　山口　２回戦：2－1　山梨　準々決勝：2－1 岩手     
準決勝：3－０　東京　決　勝：2－1　秋田　優勝　

２位 陸上競技 少年男子Ａ １００ｍ 齊藤  勇真
（九州学院高等学校）

予　選：１位　10秒32　準決勝：１位　10秒49
決　勝：２位　10秒51

２位 ボクシング 成年男子 ウェルター級 浦島　将之
（拓殖大学）

２回戦：判定勝ち（奈良）　準々決勝：判定勝ち（宮崎）
準決勝：判定勝ち（東京）　決　　勝：判定負け（沖縄）　２位

２位 ハンドボール 成年女子 オムロンリレーアンドデバイス㈱ ２回戦：26－19　香川　　準々決勝：30－14　千葉
準決勝：25－16　鹿児島　決　　勝：13－18　石川　２位

２位 剣　道 少年男子 選抜
[ 梶谷･鈴木･岩切･佐藤･星子 ]

１回戦：4－0　東京　２回戦：4－1　岡山　準決勝：3－2　岩手
決　勝：2－3　長崎　２位

２位 カヌー 少年女子 スプリント・Ｋ－１（２００) 林田　薫
（水俣高等学校）

予選１組：３着　55秒347　準決勝２組：１着　52秒267
決　　勝：２着　53秒513

３位 陸上競技 少年男子Ｂ ３０００ｍ 井川　龍人
( 九州学院高等学校 ) 予　選：２位　8分27秒76　決　勝：　３位８分２０秒３６

３位 ボクシング 成年男子 フライ級 堤　　聖也
（平成国際大学）

２回戦：３回ＴＫＯ勝ち（青森）　準々決勝：１回ＴＫＯ勝ち（福井）
準決勝：判定負け（岩手）　３位

３位 ボクシング 成年男子 ライト級 中島　魁士
（東京農業大学）

２回戦：判定勝ち（青森）　準々決勝：判定勝ち（埼玉）
準決勝：判定負け（静岡）　３位

３位 ボクシング 少年男子 ウェルター級 柴田　尊文
（開新高等学校） 準々決勝：判定勝ち（愛媛）　準決勝：判定負け（栃木）　３位

３位 バドミントン 成年男子 選抜
［池田 ･ 権藤 ･ 小本］

１回戦：2－0　兵庫　２ 回 戦：２－０　滋賀　準々決勝：2－0　宮崎
準決勝：1－2　富山　３位決定戦：２－１　北海道　３位

３位 バドミントン 少年男子 選抜
［平川 ･ 山元 ･ 小本］

１回戦：2 － 0　石川　　準 々 決 勝：2 － 0　宮城
準決勝：1 － 2　福島　　３位決定戦：2 － 1　岡山　３位

３位 剣　道 成年男子 選抜
[本田･西村･村木･清水･益田]

２回戦：3－2　岐阜　３ 回 戦：3－2　京都　　４回戦：3－1　兵庫
準決勝：2－3　東京　３位決定戦：3－0　和歌山　３位

３位 剣　道 少年女子 選抜
[ 相馬 ･ 川﨑 ･ 境 ･ 上田 ･ 桑野 ]

1  回  戦：3－2　福井　２回戦：3－0　青森　準決勝：1－3　愛媛
３位決定戦：3－2　大分　３位

３位 カヌー 少年女子 スプリント・Ｋ－１（５００) 林田　薫
（水俣高等学校）

予選１組：２着　2分32秒559　準決勝：１着　2分14秒041
決　　勝：３着　2分13秒719　　３位

４位 陸上競技 少年女子 円盤投 堀田　葉月
（熊本西高等学校） 決　　勝：４位　39ｍ78

４位 ウエイトリフ
ティング 成年男子 ６２ｋｇ級 永原　祐志

（明治大学） スナッチ：４位　１１１㎏

４位 ウエイトリフ
ティング 少年男子 ８５ｋｇ級 水口　智希

( 八代農業高等学校 ) Ｃ＆Ｊ：４位　１４５㎏

４位 馬術 少年 トップスコア 菊川　将誠
( 翔陽高等学校） 決　勝：４位（１３６０点）

４位 空手道 成年男子 個人組手（中量級） 牛島　　諒
( 近畿大学 )

１回戦：６－５（勝ち：青森）　２ 回 戦：５－０（勝ち：滋賀）
３回戦：８－０（勝ち：宮崎）　４ 回 戦：２－０（勝ち：岐阜）
準決勝：１－３（負け：岩手）　３位決定戦：３－４（負け：京都）　４位

４位 ボウリング 成年男子 団　体（４人チーム） 選抜
[ 村上・緒方・中川・吉本 ] 予　選：５位　2,513 点　決　勝：４位　4,928 点

５位 水泳 少年女子Ｂ １００ｍ平泳ぎ 緒方　温菜
( 九州学院中学校 ) 予　選：3組3位　1分12秒25 　決　勝：5位　1分11秒36　5位

５位 ボクシング 成年男子 ライトフライ級 永田　丈晶
（中央大学） ２回戦：判定勝ち（山形）　準々決勝：判定負け（岐阜）　５位

５位 ボクシング 成年男子 ライトヘビー級 友松　　藍
（平成国際大学） 準々決勝：判定負け（栃木）　５位

１０月２日～５日（一戸町体育館）
なぎなた競技 少年女子

監督　　髙濵　壽夫〈宇土市立鶴城中学校(教)〉
選手　　川副　圭太〈文徳高等学校〉

監督　　山田　裕子〈熊本県なぎなた連盟〉
選手　　北島　未智〈尚絅高等学校〉　　坂本　　優〈熊本県立熊本西高等学校〉
　　　　春山りんか〈熊本県立熊本西高等学校〉

１ 回 戦 ： 対　青森県　　不戦勝
２ 回 戦 ： 対　新潟県　　したてひねり
３ 回 戦 ： 対　神奈川県　おしだし

準々決勝 ： 対　愛媛県　うっちゃり
準 決 勝 ： 対　長野県　うっちゃり
決　　勝 ： 対　新潟県　おしだし

　

１ 回 戦 ： 対　山口県　２－１　勝利 （春山〇 判定、北嶋〇 判定、坂本× －メ）
２ 回 戦 ： 対　山梨県　２－１　勝利 （春山× －ス、北島〇 判定、坂本〇 ス－）　　
準々決勝 ： 対　岩手県　２－１　勝利 （春山〇 ス－、北島〇 判定、坂本× 判定）
準 決 勝 ： 対　東京都　３－０　勝利 （春山〇 メ－、北島〇 判定、坂本〇 判定）
決　　勝 ： 対　秋田県　２－１　勝利 （春山〇 判定、北島× 判定、坂本〇 判定）

〔東矢選手：ケイリン〕
　１回戦 ： 11秒411　１位　　２回戦 ： ２位で準決勝進出
　準決勝 ： ２位で決勝進出　　　決　勝 ： 11秒837

〔佐藤選手：ポイント・レース〕
　予　選 ： ９点（４位で決勝進出）　　決　勝 ： 25点

１０月２日～４日（八幡平市総合運動公園体育館）
相撲競技 少年男子

監督　　中田　将次〈熊本市立千原台高等学校(教)〉
選手　　東矢　圭吾〈熊本市立千原台高等学校〉
　　　　佐藤　　健〈九州学院高等学校〉

１０月５日～９日（紫波町自転車競技場）
自転車競技 少年男子

２回戦でインターハイ準優勝、準々決勝でインターハイ優勝の選手を破っての優勝です。

準々決勝では地元岩手県に勝利し、12年ぶりに王座を奪還しました。

　決勝で２位の選手に僅か数センチ先着という大接戦を制し、インターハイに続いて２冠を達成しました。

予備登録選手から、急遽出場が決まった選手ですが、戦略どおりに走り、２位以下に大差をつけての優勝です。

１ 回 戦 ： 対　大分県　４分46秒[フォール] 勝利　　 
２ 回 戦 ： 対　千葉県　８－４ 勝利
準々決勝 ： 対　北海道　３分56秒[Ｔフォール] 勝利　
準 決 勝 ： 対　長崎県　１分35秒[フォール] 勝利
決　　勝 ： 対　岐阜県　４－３ 勝利

監督　三原　大典〈熊本県立玉名工業高等学校(教)〉
選手　荒木　大貴〈熊本県立玉名工業高等学校〉

１０月７日～１０日（宮古市民総合体育館）
レスリング競技 少年男子

昨年度まで連覇をしていました５０㎏級から５５㎏級へ階級を上げての出場となりましたが、一昨年度の「長崎がんば
らんば国体」、昨年度の「紀の国わかやま国体」に続いて、高校生活３年間で３大会連続の優勝を果たしました。

兄である重岡優大選手と同様に、全国選抜、インターハイ、国民体育大会の高校３冠を達成しました。

【優勝までの軌跡】
１ 回 戦 ： 対　鳥取県　ＴＫＯ　 勝利　　準々決勝 ： 対　岩手県　判　定　 勝利　
準 決 勝 ： 対　東京都　判　定　 勝利　　決　　勝 ： 対　福岡県　判　定　 勝利　

監　　督　中村　匡一〈熊本市立白坪小学校(教)〉
セカンド　西垣健三郎〈熊本県立阿蘇中央高等学校(教)〉
選　　手　重岡銀次朗〈開新高等学校〉

１０月２日～４日（奥州市水沢体育館）
ボクシング競技 少年男子
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入　賞 競　技 種　別 種　　　目 氏　　　名（所　　属） 成　　　　　　　　　績

５位 ボクシング 成年女子 フライ級 小村つばさ
（自衛隊体育学校） 準々決勝：判定負け（広島）　５位

５位 ボクシング 少年男子 バンタム級 村上　龍誠
（九州学院高等学校）

１ 回 戦：判定勝ち（新潟）　2 回戦：判定勝ち（東京）
準々決勝：判定負け（宮崎）　５位

５位 ボクシング 少年男子 ライトウェルター級 岡田　尚大
（九州学院高等学校） 2 回戦：判定勝ち（岩手）　準々決勝：判定負け（愛知）　５位

５位 バスケット
ボール 成年男子  選　　抜 ２ 回 戦：79－55　滋賀　３回戦：105－104　秋田

準々決勝：77－93　埼玉　５位

５位 ウエイトリフ
ティング 少年男子 ８５ｋｇ級 水口　智希

( 八代農業高等学校 ) スナッチ：５位　１１１㎏

５位 自転車 男子 チーム・スプリント 　選抜
[ 曽我 ･ 松本・東矢 ] 予選：1分04秒296　最終順位５位

５位 バドミントン 少年女子 選抜
［甲斐 ･ 中橋 ･ 黒木］

２ 回 戦：2 － 0   沖縄　　３回戦：２－０　和歌山
準々決勝：0 － 2　青森　　準々決勝敗退　５位

６位 陸上競技 少年男子Ａ ５０００ｍ  神林　勇太
（九州学院高等学校） 決勝：６位　14分03秒99

６位 水　泳 成年女子 １００ｍ自由形  宮本  靖子
（東洋大学） 予選：1組2位　56秒37　 決勝：6位　56秒13

６位 馬　術 少年 二段階障害飛越 吉永　翔司
( 菊池農業高等学校 ) 決勝：６位

６位 馬　術 少年 リレー 選抜
［菊川・眞鍋］ 決勝：６位（1分16秒75） 

６位 フェンシング 成年女子 エペ 選抜
[ 森・菊池・緒方 ]

プール１回戦：2－1　岐阜　　2－1　福井　1勝1敗　予選リーグ２位
プール２回戦：0－3　岡山　　2－1　愛媛  　※１勝１敗
準  々  決  勝：1－2　群馬　5～8位順位予備選：2－0　岐阜
5、6位決定戦：1－2　岡山　６位

７位 水　泳 成年女子 ２００ｍリレー 選抜
（遠山 , 宮本 , 田中 , 栃原） 予　選：2組3位   1分45秒62  決　勝：7位　1分45秒66 　7位

７位 水　泳 少年女子Ａ ４００ｍ個人メドレー 神崎  百恵
( ルーテル学院高等学校 )

予　選：1組3位 　4分52秒44
決　勝：7位　　　4分50秒86　7位

７位 バレーボール 成年女子 フォレストリーブス １回戦：3 － 1　山形   　２回戦：０－３　埼玉
５位７位決定戦：0 － 3　鹿児島　7 位

７位 バレーボール 少年男子 鎮西高等学校 ２回戦：２－０　兵庫　準々決勝：０－３　愛知
５位７位決定戦：０－２  山口　7 位

７位 ウエイトリフ
ティング 成年男子 ６２ｋｇ級 永原　祐志

（明治大学） Ｃ＆Ｊ：７位　１３８㎏

７位 ウエイトリフ
ティング 少年男子 ６９ｋｇ級 水口　雅基

( 八代農業高等学校 ) Ｃ＆Ｊ：７位　１２４㎏

７位 自転車 成年男子 ケイリン 松岡　辰泰
( 日本体育大学 )

予　選：３位　敗者復活戦：１位　２回戦３位
準決勝：４位　７～12位決定戦：７位

７位 自転車 成年男子 スプリント 曽我　圭祐
( 明治大学 )

予　選：５位　１／８決勝：１位　１／４決勝：0－1山口
５～８位決定戦：７位

７位 自転車 女子 ケイリン 西島　叶子
( 鹿屋体育大学 )

予　選：３位　敗者復活戦１位　２回戦：２位　準決勝：４位
７～12位決定戦：７位

７位 馬　術 少年 スピードアンドハンディネス 菊川　将誠
( 翔陽高等学校 ) 決勝：７位　１分７秒 69　　

７位 ラグビー 成年男子 選　抜
予選リーグ：31－7　大阪　　35－24　神奈川　26－31　秋田　2勝1敗
決勝トーナメント１回戦：14－26　愛媛
５～７位決定予備戦：19－31　広島　７位

７位 カヌー 少年男子 スプリント・Ｃ－１（５００) 橋本　龍稀
（球磨工業高等学校）

予選２組：４着　2分23秒155　準決勝：２着　2分04秒508　
決　　勝：７位　2分08秒781

７位 なぎなた 成年女子 試合 選抜
[ 久保田・大曲・佐藤 ]

２回戦：２－１　山梨　3－0　埼玉　　準々決勝：1－2　島根
５～８位予備決定戦：1－2　香川　７,８位決定戦：2－1　佐賀　7位

８位 陸上競技 成年女子 １００ｍハードル 吉良  愛美
（アットホーム ( 株 )） 予選：２位　13秒84　決勝：８位　13秒78

８位 陸上競技 少年男子Ａ 走幅跳 日髙　修杜
（熊本中央高等学校） 決勝：８位　7ｍ07ｃｍ

８位 ボート 成年女子 舵手つきクォドルプル 選抜
[早川･山本･松村･村上･中尾･池部]

予選Ｂ組：２着　3分35秒68　準決勝：２位　3分33秒38
決　　勝：８位　3分41秒80

８位 ウエイトリフ
ティング 少年男子 ６９ｋｇ級 水口　雅基

( 八代農業高等学校 ) スナッチ：８位　100㎏

８位 自転車 少年男子 個人ロード・レース 佐藤　　健
( 九州学院高等学校 ) 決　　勝：８位

８位 カヌー 少年男子 スプリント・Ｃ－２（２００) 球磨工業高等学校
[ 嶽本・高木 ]

予選１組：４着　50秒314　準決勝：３着　50秒40
決　　勝：８着　49秒210　　８位
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第36回九州ブロック大会
宮 崎 大 会

競技名 種別・部・種目

サッカー 少年男子

ボート

成年男子
舵手付きフォア

シングルスカル

成年女子

舵手付きクォドプル

ダブルスカル

シングルスカル

少年男子
ダブルスカル

シングルスカル

少年女子
舵手付きクォドプル

シングルスカル

馬術

成年男子

成年女子

少年 個　　人

カヌー

成年男子

ワイルドウォーターカヤック
シングル

カヤックシングル

少年男子
カナディアンシングル

カナディアンペア

少年女子
カヤックシングル

カヤックフォア

ボウリング
成年女子

少年女子

ゴルフ 少年男子

競技名 種別・部・種目

ボクシング
成年男子

少年男子

バレーボール
成年女子

少年男子

体　操 少年女子 競　　技

ウェイトリフティング 成年男子

ハンドボール 成年女子

ソフトテニス
成年男子

成年女子

卓  球
成年女子

少年女子

フェンシング 成年女子

バドミントン

成年男子

成年女子

少年男子

弓  道 成年女子

ライフル射撃

成年男子 10mS60M

少年男子 BRS60JM

少年女子 10mS40JM

剣  道
少年男子

少年女子

ラグビーフットボール 成年男子

アーチェリー 少年男子

クレー射撃 成　　年 スキート

なぎなた 少年女子

　第71回国民体育大会「希望郷いわて国体」の九州ブロック代表を選出する「第36回九州ブロッ
ク大会」が宮崎県を中心に開催されました。        
　８月19日（金）の総合開会式では、九州各県から約200名の監督・選手が参加し、ソフトテニ
ス競技の堀真子（尚絅高等学校）選手が旗手を務めました。      
　夏季大会・秋季大会では、全31競技に監督・選手709名が参加し、22競技で本大会の出場権を
獲得しました。        

平成 28 年度国民体育大会第 36 回九州ブロック大会（宮崎大会）

代表権獲得一覧（夏季大会） 代表権獲得一覧（秋季大会）
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公益財団法人熊本県体育協会

平成27年度事業報告
（Ⅰ）総務常任委員会
1　会議関係（県体育協会関係）
（1）評議員会

①定時（6月19日：水前寺共済会館／評議員出席45人）
　・平成26年度事業・決算報告について
　・評議員・理事の選任（交代）について
②決議省略による評議員会（2月25日決議／評議員全員同意）
　・評議員の選任について
③臨時（3月18日：水前寺共済会館／評議員出席51人）
　・熊本県民体育祭開催基準要項について
　・第71回熊本県民体育祭実施要項について

（2）理事会
①第1回（6月3日：ホテル熊本テルサ／理事出席20人）
　・平成26年度事業・決算報告について
　・評議員・理事の選任（交代）について
　・顧問の委嘱について
　・平成27年度熊本県体育協会表彰について
　・国民体育大会及び国民体育大会九州ブロック大会の本部役員編成につ

いて
　・熊本県体育協会スポーツ推進方策について
　・定時評議員会の開催について
②決議省略による理事会（10月30日決議／理事全員同意）
　・評議員会（文書提案）の実施について
　・評議員会への提案事項（評議員の選任）について
③第2回（12月9日：ホテル熊本テルサ／理事出席18人）
　・第71回国民体育大会冬季大会本部役員編成について
　・臨時評議員会の開催について
　・スポーツ振興くじ助成事業の申請について
④第3回（3月2日：ホテル熊本テルサ／理事出席21人）
　・平成28年度重点目標・事業計画・予算について
　・熊本県民体育祭開催基準要項について
　・第71回熊本県民体育祭実施要項について
　・第73回熊本県民体育祭の開催について

（3）役員会　＊理事会等の審議事項について
①第1回（5月27日：水前寺共済会館／出席8人）
②第2回（7月30日：ANAクラウンプラザホテル熊本ニュースカイ／出

席8人）
③第3回（11月26日：水前寺共済会館／出席7人）
④第4回（2月24日：水前寺共済会館／出席7人）　　　

（4）総務常任委員会
①第1回（4月28日：ホテル熊本テルサ／出席4人）
　・平成26年度総務関係事業・決算報告について
　・熊本県体育協会スポーツ推進方策の策定について
②第2回（2月17日：水前寺共済会館／出席3人）
　・平成28年度総務関係重点目標・事業計画・予算について
　・役員改選のスケジュールについて

（5）定期監査（5月15日：県民総合運動公園陸上競技場会議室／監事3人
出席）

　・県体育協会監事による事業及び会計の監査
2　会議関係（日本体育協会関係）
（1）日本体育協会評議員会

①定時（6月24日：東京都／事務局長陪席）
　・平成26 年度事業報告及び決算について
　・平成27年度第1 次補正予算について
　・次期役員の選任について
　・評議員候補者の推薦について
　・役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程の改定について
　・加盟申請競技団体について（公益社団法人日本ペタンク・ブール連盟）
②決議省略による評議員会（1月19日決議／評議員全員同意）
　・評議員候補者の推薦について
③臨時（3月23日：東京都／事務局次長陪席）
　・平成28年度事業計画及び予算について
　・加盟団体規程の改定について

（2）日本体育協会加盟団体事務局長会議（4月22日：東京都／事務局長出席）
　・平成27年度事業・予算等の詳細について

3　会議関係（都道府県体育協会連合会関係）
（1）総会（3月22日：東京都／事務局次長代理出席）

　・平成26年度事業報告・決算報告について
　・平成27年度事業計画・予算について

（2）西地区事務局長研修会（11月19日～20日：岡山県／事務局長出席）
　・日本体育協会事業説明
　・講演会「生涯スポーツのあり方」

（3）事務局職員研修会（12月2日～4日：岩手県／事務局職員1人出席）
　・日本体育協会・連合会・岩手県（国体開催）等事業説明
　・テーマ別分科会及び研究協議等

4　会議関係（九州地区体育協会連絡協議会関係）
（1）連絡協議会

①第1回（4月9日～10日：大分県／専務理事他3人出席）
　・平成26年度連絡協議会事業・決算報告について
　・平成27年度連絡協議会事業計画・予算について
　・平成26年度国民体育大会第34回九州ブロック大会事業・決算報告に

ついて
　・平成27年度国民体育大会第35回九州ブロック大会予算・実施要項に

ついて
　・平成28年度国民体育大会第36回九州ブロック大会について
②第2回（11月5日～6日：宮崎県／事務局長他3人出席）
　・平成27年度国民体育大会第35回九州ブロック大会の反省について
　・平成28年度国民体育大会第36回九州ブロック大会総則・日程等につ

いて
　・平成29年度国民体育大会第37回九州ブロック大会について
　・日本体育協会理事会報告について

5　会議関係（その他）
（1）スポーツ振興事業助成（toto）説明会（11月27日：福岡県／事務局1人）

・平成28年度の助成内容及び事業概要の説明、助成金の適正使用に関
する注意事項

6　事業関係
（1）加盟団体長・理事長会（1月16日：ホテル日航熊本／加盟団体関係者

84人出席）
　・講演「オリンピックに賭けた人生」
　　三宅 義信 氏（特定非営利法人ゴールドメダリストを育てる会）
　（第18回東京・第19回メキシコオリンピック重量挙げ金メダリスト）
　・連絡事項（スポーツ推進方策、免税・100円募金、暴力行為の根絶、

　　　　  運動部活動休養日、2019年国際大会）
（2）国際・全国スポーツ大会優勝祝賀会（1月16日：ホテル日航熊本）

　・平成27年度に全国大会等で優勝した個人・団体（優勝選手・監督／
20競技：153人）

（3）広報活動
　・会報誌発行：年2回（12月・3月）各2000部発行
　・ホームページ：年4回（6月・9月・12月・3月）更新　＊お知らせ

欄は随時更新
（4）県体協親善ゴルフ大会（12月1日：くまもと城南カントリークラブ）

　・県体協役員、協賛・加盟団体から29人参加
（5）会長杯ゴルフ大会（2月11日：あつまるレークカントリークラブ）

　・県体協役員、協賛・加盟団体から40人参加

< 財 務 特 別 委 員 会 >
１　会議関係
（１）財務特別委員会

①第1回（7月30日：ANAクラウンプラザホテル熊本ニュースカイ／委
員出席43人）

　・財務特別委員会委員について
　・免税募金の目標金額及び活動計画について
　・寄附金に係る充当事業収支予算について
　・免税募金・100円募金ポスターについて
　・免税募金趣意書について
②第2回（12月9日：ホテル熊本テルサ／出席45人）＊第2回理事会に

引き続き開催
　・免税募金及び100円募金の実績経過報告について
　・免税募金の目標額及び活動計画について

　・上半期事業報告について
（2）企画会（6月19日：水前寺共済会館／出席10人）

　・免税募金の目標金額及び活動計画について
　・寄附金に係る充当事業収支予算について
　・免税募金・100円募金ポスターについて
　・免税募金趣意書について

２　事業関係
（1）各企業・団体等訪問（200か所）
（2）100円募金活動

①県民スポーツの日（10月12日：県民総合運動公園他）
　・県民に県体育協会の事業等を周知し、スポーツに対する意識の高揚を

図るため実施。
　　（募金額：11,440円）
②街頭募金活動（1月16日：熊本市街）
　・県民に県体育協会の事業等を周知し、スポーツに対する意識の高揚を

図るため実施。
　・加盟団体長・理事長会と同日開催（募金額：26,066円）
③各加盟団体での取り組み
　・加盟団体が行う各種大会の開催時等に実施。（募金額：58加盟団体

／4,106,802円）
（3）各周知ポスターの作成

　・免税募金ポスター：300部作成後、各協賛団体等へ配付
　・100円募金ポスター：300部作成後、加盟団体等へ配付

３　募金実績
（1）免税募金：23,480,000円（277件）
（2）100円募金：4,964,829円(加盟団体4,106,802円・事務局

858,027円)

（Ⅱ）地域スポーツ常任委員会
１　会議関係
（1）地域スポーツ常任委員会

①第1回（4月27日：ホテル熊本テルサ／出席3人）
　・平成26年度事業報告、決算報告
　・熊本県体育協会スポーツ推進方策の策定について
　・平成27年度事業計画について（講師等派遣事業、スポーツ教室開設事業）
　・総合型地域スポーツクラブ県外視察について
②第2回（11月4日：県民総合運動公園陸上競技場／出席4人）※第2回

県民スポーツ専門委員会と合同
　・日本体育協会公認スポーツ指導者資格について（連情報提供）
　・第70回熊本県民体育祭(熊本市大会)について
　・今後の県民体育祭の意見・要望等について
③第3回（2月15日：水前寺共済会館／出席4人）
　・平成28年度重点目標・事業計画
　・平成28年度予算
　・県民体育祭について

＜県民スポーツ専門委員会＞
1　会議関係（熊本県体育協会関係）
（1）専門委員会

①第1回（7月1日：県民総合運動公園陸上競技場／出席53人）
　・日本体育協会公認スポーツ指導者資格 関連情報提供
　・熊本県民体育祭 各競技のエントリーについて
　・熊本県民体育祭 競技得点の算出について
　・熊本県民体育祭 競技別プログラム作成に係る協力依頼について
②第2回（11月4日：県民総合運動公園陸上競技場／出席50人）　
　・日本体育協会公認スポーツ指導者資格について（連情報提供）
　・第70回熊本県民体育祭(熊本市大会)について
　・今後の県民体育祭の意見・要望等について

2　会議関係（県民体育祭関係）
（1）第1回郡市代表者会（8月4日：熊本県庁／20郡市体協・24競技団体）

　・組合せ抽選会
　・参加人員・競技得点等の確認

（2）第2回郡市代表者会（8月27日：県立総合体育館／20郡市体協・24
競技団体）

　・選手変更の確認
（3）第70回県民体育祭熊本市大会実行委員会総会

①第1回（4月27日：熊本市役所／副会長　他1人）
　・平成26年度事業・決算報告
　・平成27年度事業計画・予算
②第2回（1月22日：熊本市国際交流会館／副会長　他1人）
　・大会報告及び事業報告・決算報告

（4）第71回県民体育祭（阿蘇大会）実行委員会総会（9月2日：阿蘇市／
副会長　他1人）

　　・実行委員会規約・役員選出・事務局規程
　　・事業計画・予算
3　会議関係（日本体育協会関係）
（1）都道府県事務担当者会（4月23日～24日:東京都／事務局1人）

　・内容：・平成27年度事業概要及び各種手続き説明
（2）全国スポーツ指導者連絡会議幹事会　＊平成27･28年度は熊本県が

九州ブロック幹事県
①第1回幹事会（7月21日：東京都／指導者協議会長）
　・指導者養成事業に関する協議事項
②第2回幹事会（12月11日：東京都／指導者協議会長）
　・指導者養成事業に関する協議事項

（3）全国スポーツ指導者連絡会議（12月12日：東京都／指導者協議会長
他1人）

　・幹事会及び全体会
　・事務局からの伝達事項及び指導者養成に関する協議

4　事業関係
（1）第70回熊本県民体育祭（9月12日～13日：熊本市　他）

　・参加人員：加盟地域体育協会の監督選手･役員総数約8,000名（公開
競技を除く）

　・事故報告：26件（昨年度比8件増）
　・成　　績：男女総合　　1位 熊本市　2位 八代市　　3位 菊池郡市
　　　　　　　女子総合　　1位 熊本市　2位 八代市　　3位 天草市
　　　　　　　総合躍進賞　1位 水俣市　2位 上益城郡　3位 玉名市
　　　　　　　入場行進優秀団　　葦北郡、水俣市、天草市

＜競技別成績（採点競技）＞

競技名 優勝郡市名 ( 男 ) 優勝郡市名 ( 女 )
陸上競技 球磨郡 熊本市

水泳 熊本市 ―
軟式野球 熊本市、阿蘇郡市 ―

ソフトボール 水俣市 宇土市
ソフトテニス 熊本市 ―

卓球 熊本市 ―
バドミントン 熊本市 熊本市
バレーボール 玉名市 玉名市

バスケットボール 熊本市 熊本市
ハンドボール 熊本市 天草市

サッカー 宇城市 ―
柔道 熊本市 ―
剣道 熊本市 ―
弓道 天草市 ―
相撲 宇土市 ―

銃 剣 道 菊池郡市 ―
空 手 道 葦北郡 ―

アーチェリー 熊本市 ―
クレー射撃 八代市 ―

馬術 菊池郡市 ―
テ ニ ス 熊本市 ―

ゲートボール 熊本市 熊本市
ボウリング 熊本市 ―

グラウンド・ゴルフ 宇土市 宇城市

　・公開競技：10競技＜カヌー、ラグビーフットボール、ウエイトリフ

ティング、ボクシング、登山(山岳)、セーリング、ゴルフ、新体操(体
操)、日本拳法、ボート＞

（2）日本スポーツマスターズ2015（9月18日～22日：石川県）
　・主　　催：公益財団法人日本体育協会・石川県・公益財団法人石川県

　　　　　体育協会
　・主　　管：石川県関連競技団体

・実施競技：水泳、サッカー、テニス、バレーボール、バスケットボール、
自転車競技、軟式野球、ソフトテニス、ソフトボール、バド
ミントン、空手道、ボウリング、ゴルフ（13競技）

（3）熊本県スポーツ指導者研修会（6月7日：グランメッセ熊本／参加
149人）

　・講演Ⅰ「スポーツの指導方法について　～競技力を高めるために～」
講師／吉田　謙介 氏（株式会社クレーマージャパン SAQ･AT事

　　　　　　　 業部マネージャー）
　・講演Ⅱ「トレーニング指導者のためのスポーツ栄養学」
　　　　講師／永澤　貴昭 氏（安田女子大学　家政学部 管理栄養学科 助教 ）
　・研究協議・総会「反倫理行為の根絶について」

（4）LIVE ON SEMINAR（6月9日・16日・7月1日・8日：熊本市／参
加18人）

　・全国同時開催（日本体育協会主催事業／PC端末を活用したライブ講義）
　・講義「はじめてのコーチング」、「リーダーシップ」、「コミュニケーション」
　　　　講師／阿部　雅之　氏（株式会社BODY TUNE）

（5）公認スポーツ指導者全国研修会（12月12日：東京都／九州ブロック
幹事　他2人）

　・特別講演「メンタルトレーナーが考える次世代リーダーとは」
　　　講師：田中ウルヴェ京（メンタルトレーナー）
　・講　　演「これからの時代に求められる指導者とは～女性アスリート

の健康支援～」
　　　講師：室伏　由佳（アテネ五輪女子ハンマー投日本代表）
　　　　　　江夏亜季子（公認スポーツドクター・産婦人科医）
　・ワークショップ「プレーヤーとの望ましい関係」
　　　コーディネーター：清水隆一（清水隆一コーチングカレッジ）
＊「公認スポーツ指導者等表彰事業表彰式」同日開催

（6）日本体育協会公認指導員養成講習会
　・共通科目：23人／NHK通信講座による。
　・専門科目：日体協委託事業／開催希望なし

独自開催事業／バレーボール：8月29日～9月6日（計4
日間）／28人

（7）日本体育協会公認上級指導員養成講習会
　・共通科目：日体協委託事業／開催希望なし
　・専門科目：独自開催事業／開催希望なし

（8）日本体育協会公認スポーツリーダー養成講座
　・NHK学園の通信講座
　・年4回開催（4季随時受付）／22人資格取得

（9）地域スポーツ普及事業
　・助成対象団体：本会加盟の地域体育協会
　・助成金額：2,700,000円（下記一覧のとおり）
　・事業実施内容（下記参照）

体協名 助成金 実施事業名
熊本市 609,000 円 熊本市スポーツ講演会
八代市 165,000 円 県民体育祭選抜強化練習
人吉市 95,000 円 スポーツ教室事業
荒尾市 109,000 円 県民体育祭強化事業
水俣市 88,000 円 出前スポーツ教室
玉名市 119,000 円 県民体育祭に伴う各種目団体組織整備強化

宇土市 96,000 円 国体開催記念ジュニアヨット教室、宇土市体
育協会主催各種陸上大会

上天草市 90,000 円 上天草市民体育祭
宇城市 113,000 円 県民体育祭強化練習・選手強化費

天草市 134,000 円 卓球教室、ジュニアバドミントン教室、天草
ミニ＆ jr バスケットボール教室

山鹿市 109,000 円 県民体育祭予選会
玉名郡 100,000 円 組織基盤整備事業

菊池郡市 194,000 円 県民体育祭選手強化組織整備事業
阿蘇郡市 118,000 円 阿蘇郡市民体育祭
上益城郡 132,000 円 上益城郡陸上競技強化合宿事業

下益城郡 77,000 円 軟式野球、ソフトテニス、グラウンドゴルフ、
バドミントン、テニス各各講習会 等

八代郡 78,000 円 幼児体育支援事業、幼児レク式体力チェック
葦北郡 87,000 円 県民体育祭強化事業

球磨郡 112,000 円 郡民体育祭（陸上）、多良木町スポーツフェス
ティバル

天草郡 75,000 円 県民体育祭選手強化事業

計 2,700,000 円 （各地域人口を基に基本金と人口割案分を加算
し配分）

（10）熊本県体育協会スポーツ教室開設事業
　・助成対象団体：３団体
　・助成金額：１団体５万円（計15万円）
　・実施内容（下記参照）

教室名 期日 実施団体 参加者
荒尾市小学生

ソフトボール教室 10月12日 荒尾市体育協会 40 名

ふれあいサッカー教室 10月21日 田迎地域スポーツクラブ 50 名
山鹿市ハンドボール
ふれあい体験教室 11月  7日 山鹿市体育協会 40 名

（11）熊本県スポーツ指導者協議会活動推進事業
　・助成対象団体：熊本県スポーツ指導者協議会
　・助成金額：230,000円（団体からの申請額による）

（12）加盟団体組織強化費
①国体外競技９競技団体に対し助成金交付／660,000円

（グラウンド・ゴルフ協会、ゲートボール連合、少林寺拳法連盟、ダン
ススポーツ連盟、武術太極拳連盟、トライアスロン連合、テコンドー協
会、日本拳法連盟、バウンドテニス協会）

②免税募金・100円募金の協力団体への還元金
 ：47競技団体／3,338,973円
 　３学校体育団体／1,072,917円
    12地域体育協会／346,450円
５　表彰関係
（１）熊本県体育協会表彰事業（９月12日：熊本市／県民体育祭開会式）

　・スポーツ功労者23人、優良団体７団体
（２）日本体育協会公認スポーツ指導者等表彰事業

　・全国スポーツ指導者研修会時に実施。表彰式出席者に対し旅費を補助。
　・本県受賞者：井上　誠一 氏（熊本県医師会推薦／スポーツドクター）

（３）2015年度ミズノスポーツメントール賞
　・本県受賞者なし

６　日本体育協会公認スポーツ指導者登録状況（熊本県）
（１）競技別指導者資格（指導員・コーチ等）／2,306人
（２）フィットネス資格（プログラマー・フィットネストレーナー等）／89人
（３）メディカル・コンディショニング資格（アスレティックトレーナー・

スポーツドクター等）／101人
（４）マネジメント資格（アシスタントマネジャー・クラブマネジャー）／

150人　合計　2,646人
< 総合型地域スポーツクラブ専門委員会 >
１　会議関係（熊本県体育協会関係）
（１）専門委員会

①第１回（５月21日：県民総合運動公園陸上競技場／出席６人）
　・平成26年度事業報告・決算報告について
　・熊本県体育協会スポーツ推進方策の策定について
　・平成27年度スポーツ振興くじ助成事業採択団体について
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平成27年度事業報告
　・小学校運動部活動の社会体育移行について
　・平成26年度総合型地域スポーツクラブ県外視察について
②第２回（２月15日：水前寺共済会館／出席５人）
　・平成28年度事業計画・予算について
　・クラブ概要調査結果について
　・スポーツ振興くじ助成事業申請状況について
　・今後のクラブへの支援について

（２）創設支援クラブ担当者会議
①第１回（５月18日：県民総合運動公園陸上競技場／創設支援クラブ１

団体）
　・創設支援事業に係る事務処理等の説明
　・事業実施状況や今後の計画及び課題の確認
②第２回（８月27日：県民総合運動公園陸上競技場／創設支援クラブ１

団体）
　・創設支援事業及び助成金の執行状況、今後の計画、課題の確認
③第３回（12月11日：県民総合運動公園陸上競技場／創設支援クラブ１

団体）
　・創設支援事業及び助成金の執行状況、今後の計画、課題の確認

２　会議関係（日本体育協会関係）
（１）クラブアドバイザーミーティング

①第１回（５月19日～20日：東京都／事務局１人）
　・クラブアドバイザーの活動内容について各種説明
　・講演１「クラブライフとスポーツボランティア」
　・講演２「スポーツ宣言日本の意義と総合型地域スポーツクラブ育成プ

ラン2013との関係性」
　・グループワーク「クラブアドバイザーとして今度どのように指導・助

言すべきか」
②第２回（９月８日～９日：東京都／事務局１人）
　・講演「総合型地域スポーツクラブとスポーツ少年団の連携事例につい

て」
　・パネルディスカッション「総合型クラブとスポーツ少年団の連携に向

けた現状と課題について」
　・グループワーク「総合型クラブとスポーツ少年団の連携に向けたアド

バイザーの取り組みについて」
　・講演「スポーツ少年団のリーダー・指導者制度について」
　・ディスカッション「クラブアドバイザーの活動がより持続可能なもの

になるために必要なこと」
（２）九州ブロッククラブネットワークアクション2015

①実行委員会（７月10日：大分市営陸上競技場／事務局２人）
　・九州ブロッククラブネットワークアクション2015に係る打ち合わせ

会議
②九州ブロッククラブネットワークアクション2015（11月７～８日：

大分県／事務局２人）
　・パネルディスカッション・分科会「クラブ運営の現状と課題」
　・グループディスカッション「地域にあるもの再発見！事業推進のヒン

ト！」
　・全体会「みんなに話してみよう！こんな話！」

３　会議関係（その他）
（１）児童生徒のスポーツ環境整備事業の実施に係る説明会（５月１日：熊

本県庁／事務局２人）
　・各市町村教育委員会学校体育関係者への総合型地域スポーツクラブ、

スポーツ少年団の啓発活動
（２）熊本県小学校体育連盟第１回評議員・理事合同研修会（５月28日：

松屋本館／事務局２人）
　・各郡市小体連会長、理事長への総合型地域スポーツクラブ、スポーツ

少年団の啓発活動
（３）生涯スポーツ及び健康づくり主管課長等研修会（６月25日：熊本県

庁／事務局１人）
　・県からの施策説明
　・講話「地域スポーツの振興と健康なまちづくり」

（４）平成27年度第１回市町村コーディネーター研修会（７月14日：熊本
県庁／事務局２人）

 ・小学校運動部活動の社会体育移行に係る市町村検討委員会コーディ
ネーターへの総合型地域スポーツクラブ、スポーツ少年団の啓発活動

（５）地域スポーツ推進リーダー研修会打ち合わせ（12月10日：熊本県庁
／事務局１人）

　・地域スポーツ推進リーダー研修会の打ち合わせ
（６）高田校区総合型スポーツクラブ「リ・クリエート」設立準備委員会先

進クラブ視察
（12月12日：クラブこうし、ヴィーブルＦunクラブ、ＮＰＯ法人
Ａ－lifeなんかん）

　・県内クラブの視察に同行
（７）地域スポーツ推進リーダー研修会（２月13日～14日：八代市ハーモ

ニーホール／事務局１人）
　・研修１（講話：質疑応答含）「小学生の放課後のスポーツ活動への社

会体育の関わり」
　・研修２（実践報告：質疑応答含）「小学校の放課後のスポーツ活動の

充実に向けて」
　・研修３（説明）「小学校の運動部活動の社会体育移行について」
　・研修４（協議）「小学生の放課後のスポーツ活動を地域でどのように

して支えるか」
（８）運動部活動及びスポーツ活動指導者講演会（２月25日：ホテル熊本

テルサ／事務局１人）
 ・講演Ⅰ「いかにして選手の‘やる気’を高めるか、引き出すか」
　　講師：渋倉　崇行　氏（一般社団法人スポーツフォーキッズジャパン

　代表　桐蔭横浜大学スポーツ健康政策学部　准教授）
 ・講演Ⅱ「すぐれた選手・チームを育てるのに指導者には何が求められ

ているか」
　　　講師：望月　浩一郎　氏（虎ノ門協同法律事務所　弁護士）

４　ヒアリング関係
（１）創設支援クラブ

①高田校区総合型スポーツクラブ「リ・クリエート」設立準備委員会／計
12回

　・第１回（４月22日）  ・第２回（５月１日）　・第３回（６月15日）
　・第４回（７月27日） ・第５回（８月24日） ・第６回（９月28日）
　・第７回（10月26日）・第８回（11月16日） ・第９回（12月12日）
　・第10回（１月８日） ・第11回（２月15日） ・第12回（３月14日）
　＊会場：高田公民館／各準備委員会へ事務局１人参加

（２）設立準備団体
①嘉島町総合型クラブ設立準備委員会／計７回
　・第１回（６月29日）・第２回（８月24日）・第３回（11月24日）
　・第４回（12月14日）・第５回（１月７日）・第６回（２月18日）
　・第７回（３月９日）
＊会場：嘉島町民会館／各準備委員会へ事務局１人参加

②玉名市総合型地域スポーツクラブ設立準備委員会／計10回
　・第１回（７月30日）・第２回（８月27日）・第３回（９月16日）
　・第４回（10月７日）・第５回（11月４日）・第６回（11月18日）
　・第７回（12月16日）・第８回（１月27日）・第９回（２月16日）
　・第10回（３月17日）
＊会場：玉名市総合体育館／各準備委員会へ事務局１人参加

（３）既設置市町村
①玉東町（４月30日：玉東町中央公民館／事務局２人）
②上天草市（２月３日：上天草市教育委員会／事務局２人）
③天草市（２月３日：天草市教育委員会／事務局２人）

（４）未育成町村
①西原村（11月４日：西原村教育委員会／事務局１人）
②南小国町（11月４日：南小国町教育委員会／事務局１人）
③五木村（11月10日：五木村教育委員会／事務局１人）
④錦町（11月16日：錦町教育委員会／事務局１人）

（５）活動クラブ
①サンビレッジみなまたスポーツクラブ（５月７日：水俣市総合体育館南

部館／事務局１人）
②中央ふれあいスポーツクラブ（５月12日：荒尾市運動公園内クラブハ

ウス／事務局１人）
③ＮＰＯ法人長洲にこにこクラブ（５月15日：長洲町中央公民館／事務

局１人）
④くまもと城南スポーツクラブ（５月15日：城南小学校体育館／事務局

１人）
⑤あいあいスポーツクラブたらぎ（５月25日：多良木町民体育館／事務

局１人）

⑥Ｉ・ＹＯＵスポーツクラブ（５月26日：甲佐町役場／事務局１人）
⑦ＮＰＯ法人クラブきくよう（６月３日：菊陽町中央公民館／事務局１

人）
⑧なごみだっでんクラブ（ ６月11日：三加和公民館／事務局１人）
⑨うしぶかイキイキクラブ（６月12日：牛深総合体育館／事務局１人）
⑩ＮＰＯ法人上天草スポーツクラブドリームズ（６月18日：大矢野ス

ポーツ公園／事務局１人）
⑪アロマクラブ（６月26日：松島総合センター「アロマ」／事務局１

人）
⑫クラブ南阿蘇（６月26日：長陽中央公民館／事務局１人）
⑬さかもと未来クラブ（７月２日：坂本公民館／事務局１人）
⑭ＤＲＥＡＭ火流（７月２日：南部市民センター／事務局１人）
⑮太田郷スポーツクラブ（７月２日：太田郷公民館／事務局１人）
⑯総合クラブまつばせ（７月15日：サンアビリティーズ／事務局１人）
⑰ひかわスポーツクラブ （７月15日：氷川町文化センター／事務局１

人）
⑱フネッピーすこやかスポーツクラブ（７月24日：御船町スポーツセン

ター／事務局１人）
⑲つなぎ運動します隊（８月24日：津奈木町教育委員会／事務局１人）
　　　　　　　　　　（２月３日：つなぎ文化センター／事務局１人）
⑳産山ヒゴタイスポーツクラブ（８月28日：産山村教育委員会／事務局

１人）
㉑高ＳＰＯ（８月２８日：高森町役場／事務局１人）
㉒クラブれいほく（９月１日：苓北町総合センター／事務局１人）
㉓くぎのクラブＴＲＹ（９月28日：南阿蘇村役場久木野庁舎／事務局１

人）
㉔玉南コミュニティクラブ（10月７日：玉名市総合体育館／事務局１

人）
㉕カルヴァ―リョ・ラッソ人吉（10月27日：人吉市教育委員会／事務局

１人）
㉖水上元気クラブ（10月27日：水上村教育委員会／事務局１人）
㉗茶れんじクラブ（10月27日：相良村教育委員会／事務局１人）
㉘くまむらスマイルスポーツクラブ（10月28日：球磨村教育委員会／事

務局１人）
㉙湯前さわやかクラブだんだん（10月29日：湯前町教育委員会／事務局

１人）
㉚ＪＫＡトレジャークラブ（11月27日：しろやまスカイドーム／事務局

１人）
㉛益城わくわくスポーツクラブ（１月15日：益城町総合運動公園／事務

局１人）
㉜天明総合スポーツクラブ（１月29日：熊本市立川口小学校／事務局１

人）
㉝ふれあいスポーツクラブあさぎり（２月５日：あさぎり町教育委員会／

事務局２人）
㉞わいわいクリスポやまえ（２月５日：山江村役場／事務局２人）
㉟小国ゆうあい倶楽部（２月10日：小国ドーム／事務局１人）
㊱田迎地域スポーツクラブ（２月23日：熊本県サッカー協会／事務局１

人）
㊲火の君スポーツクラブ（３月６日：熊本市城南町福祉センター／事務局

１人）
㊳やまが総合スポーツクラブ（３月17日：山鹿市カルチャースポーツセ

ンター／事務局１人）
㊴龍田地域なかよしスポーツクラブ（３月22日：熊本市立龍田中学校／

事務局１人）
（６）小学校訪問

①長洲町立長洲小学校（５月15日／事務局１人）
②宇土市立花園小学校（７月31日／事務局２人）
③氷川町立竜北東小学校（７月31日／事務局２人）
④玉名市立小田小学校（８月21日／事務局２人）
⑤荒尾市立万田小学校（８月21日／事務局２人）
⑥天草市立佐伊津小学校（９月１日／事務局２人）
⑦芦北町立佐敷小学校（９月14日／事務局２人）
⑧水俣市立水俣第二小学校（９月14日／事務局２人）
⑨南阿蘇村立久木野小学校（９月19日／事務局１人）
⑩山鹿市立千田小学校（10月14日／事務局２人）
⑪菊陽町立菊陽中部小学校（10月４日／事務局２人）
⑫あさぎり町立岡原小学校（10月29日／事務局２人）

５　事業関係
（１）熊本県クラブマネジャー養成講習会（７月４日～５日：水前寺共済会

館／参加17人）
　・クラブ運営に係る講習会及び検定試験（検定試験受験者17人）

日本体育協会公認アシスタントマネジャー資格専門科目（講習14時
間、試験１時間）

　・講師：松永　光親　氏（長洲町立長洲小学校長）
　　　　　齋藤　久允　氏（ひかわスポーツクラブクラブマネジャー）
　　　　　竹下　保正　氏（あいあいスポーツクラブたらぎ副会長）
　　　　　樋口　　務　氏（特定非営利活動法人NPOくまもと理事)
　　　　　橋垣　真美　氏（NPO法人長洲にこにこクラブクラブマネジャー）

（２）地域スポーツ振興「講師等派遣事業」

派遣先 期　日 内　容 指導者 参加者
（延べ）

天明総合
スポーツクラブ

7月21日～29日
（計５日間）

ミニバスケット
ボールスクール

村上　剛史
村上　陽明 １３８人

ＮＰＯ法人
長洲にこにこクラブ

7月27日～31日
（計５日間） 陸上教室 大城戸靖雄 ２１２人

8月3日～7日
（計５日間） ソフトテニス教室 林田　正信 ７４人

益城わくわく
スポーツクラブ

8月18日・25日
（計２日間） サッカースクール 八木　邦靖

他　４人 ８０人

ＮＰＯ法人桜木
ふれあい

スポーツクラブ

9月7日～10月5日
（計５日間）

小学生バレー
ボール体験会

田畑　慶子
林田　寿子 ６４人

ＮＰＯ法人
火の山

スポーツクラブ

9月12日～10月31日
（計５日間） サッカー教室 園川　卓 ２１人

7月5日～11月21日
（計10日間）

ＨＩＰ－ＨＯＰ
ダンス教室 原部　静子 ３７８人

火の君
スポーツクラブ

11月21日
（計１日）

ボディコン
ディショニング

園村　崇
他　３人 １１人

６　県内クラブ交流大会
（１）実行委員会

　・第１回（４月25日：宇土市民体育館／体協選出理事３人、事務局２人）
　・第２回（10月17日：宇土市民体育館／体協選出理事３人、事務局２人）
　・第３回（12月５日：宇土市民体育館／体協選出理事２人、事務局２人）

（２）主管ブロック会議
　・第１回（７月11日：宇土市民体育館／事務局２人）
　・第２回（９月26日：宇土市民体育館／事務局２人）
　・第３回（10月31日：宇土市民体育館／事務局２人）

（３）第６回大会（11月22日：宇土市民体育館／39クラブ・1034人）
　・実施種目：ジュニア・キッズサッカー、グラウンドゴルフ、ウォーキ

ング、アジャタ、玉入れタイムレース、スポーツ体験コーナー、じゃ
んけん王者決定戦、宅配便リレー

　・総合成績：１位　ＮＰＯ法人スポレク・エイト
　　　　　　　２位　ＮＰＯ法人うとスポーツクラブ
　　　　　　　３位　ほくぶ総合スポーツクラブ

７　連絡協議会関連事業
（１）評議員会

①第１回（５月31日：熊本市中央公民館／体協選出理事２人、事務局２人）
②第２回（２月27日：県民総合運動公園陸上競技場／体協選出理事３

人、事務局２人）
（２）理事会

①第１回（５月14日：県民総合運動公園陸上競技場／体協選出理事４
人、事務局２人）

②第２回（８月６日：県民総合運動公園陸上競技場／体協選出理事４人、
事務局２人）

③第３回（10月17日：宇土市民体育館／体協選出理事３人、事務局２
人）

④第４回（１月28日：県民総合運動公園陸上競技場／体協選出理事４
人、事務局２人）

（３）常任委員会
①第１回（４月16日：県民総合運動公園陸上競技場／事務局２人）
②第２回（６月25日：県民総合運動公園陸上競技場／事務局２人）
③第３回（10月１日：県民総合運動公園陸上競技場／事務局２人）
④第４回（12月17日：県民総合運動公園陸上競技場／事務局２人）

（４）連絡協議会研修会（９月５日：熊本市役所／体協選出理事２人、事務
局２人）

　・総合型クラブの運営に係る研修会
　・テーマ「未来を担う子どものよりよいスポーツ環境を求めて」

（５）ブロック別事業
①北ブロック
　・北ブロック交流会（６月７日：大津町「オークスプラザ」／体協選出

理事１人、事務局１人）
②中央ブロック
　・第１回代表理事会（５月22日：熊本市役所／事務局２人）
　・第１回連絡調整会議（６月18日：熊本市役所／事務局１人）
③南ブロック
　・第１回連絡調整会議（４月18日：宇土市民体育館／事務局１人）
　・南ブロック交流会（６月13日：不知火体育館／事務局１人）

（Ⅲ）競技スポーツ常任委員会

１　会議関係
（１）常任委員会

①第１回（４月28日：ホテル熊本テルサ／出席２人）
　・平成26年度事業、決算報告について
　・平成27年度競技スポーツ振興事業関連について
　・第35回九州ブロック大会及び第70回国民体育大会関連について
②第２回（２月16日：水前寺共済会館／出席２人）
　・平成28年度努力目標について
　・平成28年度事業計画、予算について

＜強化専門委員会＞
１　会議関係
（１）専門委員会

①第１回（10月28日：水前寺共済会館／出席９人）　※医科学専門委員
会と合同会

　・国民体育大会の競技成績等について
　・競技力対策研修会について
②第２回（２月16日：水前寺共済会館／出席９人）　※医科学専門委員

会と合同会
　・第71回国民体育大会冬季大会成績について
　・今後の選手強化に向けた課題・協議について　

（２）競技力向上対策事業説明会（４月17日：熊本県立総合体育館／対象
42団体）

　・基本方針・実施要項及び各種事業要領について
　・事業費の配分について
　・助成金交付要項について
　・スポーツ医科学対策事業について
　・熊本県体育協会自主事業について
　・諸連絡（国民体育大会に関すること）

２　事業関係（県補助金関連）
（１）競技スポーツ振興事業

①選手強化事業
　ア　国体強化事業　　　　　　　51,000,000円
　・一般強化＜通年、全競技団体、種別＞　（49,900,000円）
　イ　練習環境整備事業　　　　　　 1,100,000円
②一貫指導体制整備事業　　　　19,000,000円
　ア　ジュニア育成強化事業
　・ジュニア育成事業（小・中学生中心）※競技団体へ助成
　・ジュニア強化事業（中・高校生）※各学校体育団体へ助成
　イ　指導体制強化事業
　・強化指導者研修派遣事業（中央研修、企業・大学連携）　　
③トータルサポート事業
　ア　競技力向上対策研修会（11月３日：水前寺共済会館／40競技団体

84名参加）
　・講演「あきらめなければ終わりだ、あきらめなければ終わらない」
　　　　　　講師：植田　辰哉氏（日本バレーボール協会強化副委員長）
　・実践発表及び協議「ふるさと選手制度を活かした強化実践について」
　　　　講師：内藤　竜一　氏（熊本県ボート協会強化部長）
　・第35回九州ブロック大会及び第70回国民体育大会の成績報告及び分析
　イ　調査研究・広報事業
　・第35回九州ブロック大会及び第70・71回国民体育大会時での出場

競技激励
　・事業説明資料等作成

（２）子どものスポーツ環境整備事業　19,000,000円
　・27競技団体に助成　練習環境の整備、スポーツ教室、体験合宿等を実施

（３）2020東京オリンピック選手育成事業　30,000,000円
①指定選手育成事業

　県が指定した45名の育成指定選手へ競技団体を通じて助成し、海外
遠征や国内における強化をサポート

②マルチサポート事業
　ア　メディカルチェック事業　

国立スポーツ科学センターメディカルセンターの支援のもと、育成指
定選手45名を１１月～１月中の期間、メディカルチェックを実施。
併せて、現地において「栄養摂取指導」、「心理サポート」、日本ア
ンチ・ドーピング機構による「アンチ・ドーピング講習会」を受講

　イ　パーソナルトレーナー派遣事業
　　育成指定選手に対して、トレーナーを配置

17指定選手に対し、８名を配置（トレーナーは本会トレーナー部会
から人選）

　ウ　指定証交付式・講習会等サポート事業
６月30日に指定証交付式を実施。国立スポーツ科学センターの各種
セミナーに対象選手と保護者を派遣。また、心理・各種トレーニング
の各種教本等を配付し、アスリートを側面から支援

（４）競技力向上対策事業に係る競技団体ヒアリングの実施
　・対象競技団体　国民体育大会の正式競技として実施される関係41　

　　　　　　　 競技団体
　・期　間　12月３日～２月26日　※期間中、各団体１時間程度
　・実施者　本会及び県教育庁教育指導局体育保健課競技スポーツ係
　・会　場　県民総合運動公園陸上競技場会議室

３　国際交流事業
（１）第31回日韓親善スポーツ交流（忠清南道）事業（受入）

　・実施期間：平成27年７月４日～７日（４日間）
　・対 象 者：本県及び韓国の高等学校：各国20名（含む本部役員）
　・競技団体：ラグビーフットボール

４　国体派遣関係
（１）第35回九州ブロック大会

①夏季大会
　・期　　日　　７月17日～20日：テニス競技他９競技

＊5月31日（日）カヌー競技（スラローム･ワイルド
ウォーター）

　　　　　　　　＊7月25日（土）～26日（日）水泳競技（水球）
　・場　　所　　大分県大分市他３市及び熊本県菊池市
　・選 手 団　　平田浩一（専務理事）団長他　本部役員４名、選手・監

督156名
　・競 技 数　　10競技（50種目）
　・代表権獲得数　　６競技（27種目）
②秋季大会
　・期　　日　　８月21日～24日：サッカー競技他20競技
　　　　　　　　＊8月26日（水）～27日（木）卓球競技
　・場　　所　　大分県大分市他１１市２町
　・選 手 団　　平田浩一（専務理事）団長他　本部役員11名、
　　　　　　　　選手・監督532名
　・競 技 数　　22競技（73種目）
　・代表権獲得数　　18競技（34種目）
③冬季大会
　・期　　日　　12月５日～６日：アイスホッケー競技
　・場　　所　　福岡県福岡市
　・選 手 団　　高野寛志（事務局長）団長他　本部役員１名、選手・監督
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　　　　　　　　32名
　・競 技 数　　１競技（2種目）
　・代表権獲得数　　無し

（２）第70回国民体育大会
　・期　　日　　９月26日～10月６日：陸上競技他　32競技
　　＊会期前実施　９月  ６日（日） ～13日（日）水泳競技他　  ２競技
　　＊会期前実施　９月22日（火） ～26日（土）バスケットボール競技
　・場　　所　　和歌山県和歌山市他　８市12町１村及び滋賀県大津市、

兵庫県三木市、神奈川県伊勢原市、大阪府門真市
　・選 手 団　　顧問３名、本部役員28名、監督・選手535名　計566名
　・出場競技　　陸上競技他　35競技
　・成　　績　　天皇杯(男女総合成績)　18位　1038.5点
　　　　　　　　皇后杯(女子総合成績)　21位　　   542点

（３）第71回国民体育大会冬季大会
・期　　日　　スケート・アイスホッケー競技会：１月27日～31日
　　　　　　　スキー競技会：２月20日～23日
・場　　所　　スケート・アイスホッケー競技会：岩手県盛岡市他　２市
　　　　　　　スキー競技会：岩手県八幡平市
・選 手 団　　スケート・アイスホッケー競技会：本部役員４名、
　　　　　　　監督・選手６名　計10名
　　　　　　　スキー競技会：本部役員３名、監督・選手15名　計18名
・出場競技　　スケート競技、スキー競技
・成　　績　　天皇杯(男女総合成績)　36位　30点
　　　　　　　皇后杯(女子総合成績)　27位　20点

（４）国民体育大会本部役員帯同ドクター　
　・本会医・科学専門委員会委員３人（医師）を各大会へ派遣

< スポーツ医科学専門委員会 >
１　会議関係
（１）専門委員会

①第１回（６月２日：くまもと県民交流館パレア／出席９人）
　・平成27年度事業・決算報告
　・競技スポーツ振興事業医科学サポート事業・トレーナー部会関連について
②第２回（10月28日：水前寺共済会館／出席７人）※強化専門委員会と

合同会
　・平成27年度事業経過概要
　・平成27年度「紀要」について
③第３回（２月16日：水前寺共済会館／出席８人）※強化専門委員会と合同会
　・平成27年度「国体関連」について
　・平成28年度目標順位について
　・平成28年度ＡＴ養成講習会について

（２）トレーナー部会（６月２日：くまもと県民交流館パレア／出席28人）
　・国体等トレーナー帯同計画
　・トレーナー研修会について

（３）第70回国体ドクターズ･ミーティング（９月25日：和歌山県／医科
学専門委員１人出席）

（４）スポーツドクター代表者協議会（3月5日：東京都／事務局代理出席）
　・スポーツ医科学事業に関する協議

（５）アスレティックトレーナー連絡会議（１月９日：東京都／トレーナー
部会長出席）

　・トレーナー事業に関する協議
（６）ＪＡＤＡ・ＴＵＥ申請説明会及び競技者支援団体連絡会議

①第１回（６月18日：東京都／事務局１人）
②第３回（12月18日：大阪府／事務局１人）
　・世界アンチ・ドーピング規程をはじめ、新ルールにおけるアンチ・

ドーピング規定等、留意事項の詳細説明等を実施
２　講習会・研修会（日体協関係）
（１）日体協公認スポーツドクター養成講習会

　・ドクター６名推薦・基礎科目より４名、応用科目から２名　現在受講中
（２）日体協公認アスレティックトレーナー養成講習会

　・トレーナー部会員２人を推薦。１人決定し、現在受講中
（３）日体協公認スポーツドクター研修会

　・公認スポーツドクターにおける義務研修会。全国３ブロックにおいて
27年６月～28年２月期に開催。その他、日本臨床スポーツ医学会・
日本整形外科スポーツ医学会学術集会、日本関節鏡・膝・スポーツ整
形外科学会、チームドクタートレーナーＭＴＧも対象として実施。

（４）トレーナー研修会（12月16日：くまもと県民交流館パレア／32人
出席）

　・講演「競技力向上と栄養サポートの重要性」
　　講師：金子　香織　氏（国立スポーツ科学センター・スポーツ科学研

究部、管理栄養士、日体協公認スポーツ栄養士）
3　事業関係
（１）スポーツトレーナー等大会派遣事業

①九州ブロック大会（大分県）への派遣トレーナー
　・トレーナー部会員から３名を３競技へ派遣
②国民体育大会（和歌山県）への派遣トレーナー
　・トレーナー部会員から９名を９競技へ派遣

（２）国民体育大会ドクター帯同＜本部役員派遣＞
　開会式前日に開催される「ドクターズ・ミーティング」に参加　※前

項参照
（３）メディカルチェック事業

①基本健康調査票（アンケート形式）の配付・回収
　・平成27年４月17日（金）開催の「競技力向上対策概要説明会」で配付
　　※対象：国民体育大会・九州ブロック大会参加選手及び候補選手等

※６月３日に関係競技団体へフローチャート及び調査票を送付（周知
徹底）

②基本健康調査判定会の実施（７月９日：アークホテル熊本／健康基本調
査回収1130枚）

③メディカルチェックの実施（８月８日：熊本市ヘルスケアセンター／受
検者24人）

④メディカルチェック判定会の実施（８月12日：アークホテル熊本）
⑤メディカルチェック総括会議の実施（10月28日：県民交流館パレア）
　　※スポーツ医科学専門委員会開催時　

（４）医科学サポート事業
①心理サポート事業
　ア　国体選手を中心としたメンタルトレーニング
　・期　　間　　４月～平成28年２月末
　・実 施 者　　岩﨑　健一　氏
　・実施時間　　国民体育大会実施競技　97日（出張対応を含む）
　イ　スポーツ指導者等のためのメンタルトレーニング講習会
　・日　時　　１月23日：県民交流館パレア
　・実施者　　岩﨑　健一　氏
　・参加者　　競技団体関係指導者　21名参加
②栄養サポート事業
　ア　アンケートによる国体候補選手の栄養摂取状況把握及び分析
　・健康基本調査時に実施（アンケート回収：1130枚）
　イ　正しい栄養摂取の仕方等についての教育・啓発活動を実施
　・日　時　　12月13日（日）県民総合運動公園陸上競技場
＊体力づくりサポートプログラム内で開催
　・実施者　　中村　弘幸　氏（別府大学）
　・受講者　　74人
　ウ　運動と栄養に関する研究事業
　・実施者　　杉島　有希　氏（至学館大学）
③体力づくりサポートプログラム（県体育協会自主事業）
　・日　時　　12月13日：県民総合運動公園陸上競技場
　・内　容　　身体組成及び生体機能等を測定し、分析資料を指導者及び

本人に伝達する。
　・測定員　　平﨑 和雄 氏（医科学専門委員会トレーナー部会）、県ス

ポーツ振興事業団職員
　・受講者　　74人

（５）ドーピング防止教育・啓発事業
①ドーピング・コントロール説明会
　・実施回数　　国民体育大会選手に対し結団式終了後に実施（計２回）
　・講　師：本会スポーツ医科学専門委員会委員及びＪＡＤＡ公認ＤＣＯ
②ドーピング防止教育・啓発事業熊本県講習会（２月６日：熊本県薬剤師

会館／61名参加）
　・対象者　　県下薬剤師、スポーツドクター、トレーナー、競技団体医

事担当者等
　・講　師　　山澤　文裕（丸紅健康開発センター、公益財団法人日本ア

ンチ・ドーピング機構競技団体連絡会議運営委員長）
（６）第28回スポーツ指導者フォーラム（１月９日：くまもと県民交流館

パレア／228名参加）
　　講　演「スポーツ指導のあり方について～法的観点から～」
　　講　師：合田雄治郎（合田綜合法律事務所　日本スポーツ法学会所属）

ワークショップ「ジュニアスポーツ指導の実態と問題点につい
て（第11回）」

　　発表者　岩下　敏和　氏（ソフトテニス連盟）
　　　　　　土田　幸生　氏（ハンドボール協会）
　　　　　　久木田紳作　氏（ラグビーフットボール協会）
　　　　　　下舞　祐介（熊本県体育協会）

（７）研究紀要No.31の編集・発行
（８）スポーツドクター活動活性化事業

公益社団法人熊本県医師会に対して助成事業を実施。事業対象は、以下の
とおり
・各種スポーツ大会へのスポーツドクターを派遣する事業
・競技団体を開催する県内研修会等に、スポーツドクターを派遣する事業
・スポーツドクターの資質向上のため、県内研修会を開催する事業
・中央研修会（義務研修会を除く）にスポーツドクターを派遣する事業

（Ⅳ）スポーツ少年団本部委員会

１　会議関係（県内関係）
（１）本部委員会

①第１回（４月27日：ホテル熊本テルサ／委員出席２人）
　・平成26年度事業報告・決算報告・登録状況について
　・熊本県体育協会スポーツ推進方策の策定について
②第２回（２月18日：水前寺共済会館／委員出席４人）
　・平成28年度重点目標・事業計画・予算について
　・平成27年度事業経過・登録状況報告について

（２）指導者協議会
①第１回（５月20日：水前寺共済会館／委員出席12人）
　・平成26年度報告・平成２７年度計画について
　・熊本県体育協会スポーツ推進方策の策定について
　・日本スポーツ少年団登録者の処分基準について
　・運動部活動の社会体育移行について
②第２回（２月18日：水前寺共済会館／委員出席12人）
　・平成28年度事業計画・予算について
　・平成27年度事業経過・登録状況報告について
　・社会体育移行に伴うジュニアスポーツ及びスポーツ少年団の拡充について

２　会議関係（九州ブロック：幹事県：大分県・開催県：長崎県）
（１）九州ブロックスポーツ少年団連絡協議会（４月23日～24日：長崎県

／本部長　他２人）
　・平成26年度日本スポーツ少年団常任委員会報告について
　・平成26年度九州ブロックスポーツ少年団連絡協議会決算報告(案)及

び予算(案)について
　・平成26年度第46回九州ブロックスポーツ少年大会決算報告について
　・平成27年度第47回九州ブロックスポーツ少年大会開催要項について
　・平成27年度第35回九州ブロックスポーツ少年団各競技別交流大会について
　・第42回日独スポーツ少年団同時交流について
　・各県提出議題

（２）九州ブロックスポーツ少年団指導者研究協議会（11月７日～８日：
長崎県／指導協会長　他１人）

　・第９次育成５か年計画の推進について
　・県指導者協議会の活動と運営について
　・幼児加入のための条件整備とアクティブチャイルドプログラムの活用

について
　・Ｗｅｂ登録システムについて

（３）日本スポーツ少年団九州ブロック会議（１月28日～29日：長崎県／
本部長　他２人）

　・平成28年度日本スポーツ少年団事業計画・予算について
　・第９次育成５か年計画について
　・登録者処分基準の作成について
　・2020東京オリンピックパラリンピックに向けたスポーツ少年団の取

り組みについて
　・九州ブロック競技別交流大会の在り方について
　・Ｗｅｂ登録について

３　会議関係（日本スポーツ少年団）
（１）委員総会

①第１回（５月30日：東京都／代表委員代理出席（副本部長））
　・日本スポーツ少年団次期常任委員の選出について
　・平成26年度日本スポーツ少年団事業報告及び決算について
　・平成28年度日本スポーツ少年団事業計画及び要望予算の編成について
②第２回（３月５日：東京都／代表委員（本部長））
　・平成28年度事業計画・予算について
　・2020年東京オリンピックパラリンピック競技大会の取り組みについて
　・第９次育成５か年計画について

（２）指導者協議会（６月19日～20日：東京都／指導者協議会会長）
　・第９次育成５か年計画の推進について

（３）事務担当者会（５月27日：東京都／事務局１人）
　・平成27年度各事務手続きについて

４　スポーツ交流事業
（１）県大会

①剣道大会（助成事業）
　・中学生の部「熊本県中学生剣道優勝大会」（６月７日：人吉スポーツ

パレス／95チーム参加）
　・小学生の部「熊本県下少年剣道錬成大会」（11月15日：ウイングま

つばせ／157チーム参加）
②軟式野球大会（ＫＫＴ旗共催）（６月20日･21日･22日：県民総合運

動公園／32チーム参加）
　・成績：１位　荒尾Jドリーム（荒尾市）
　　　　　２位　中島サンダーズ（熊本市）
　　　　　３位　ｕ&ｕ菱形少年野球クラブ（熊本市）、
　　　　　　　　山鹿少年野球クラブ（山鹿市）
③バレーボール交流大会（７月11日～12日：富合町雁回館、長嶺小学校

／27チーム参加）
　・成績：１位　金剛ジュニア（八代市）
　　　　　２位　津奈木ジュニア（津奈木町）
　　　　　３位　滑石ＶＢＣ（玉名市）
④ソフトボール大会（６月13日：県民総合運動公園／６チーム参加）
　・成績：１位　小坂ジュニアソフトボールクラブ（御船町）、
　　　　　　　　当尾小学校（宇城市）
　　　　　２位　なし
　　　　　３位　松合小学校（宇城市）、荒尾府本ソフトボールクラブ（荒尾市）
⑤県少林寺拳法スポーツ少年団交流大会（11月１日：八代市総合体育館

／県内支部１４団体）
（２）九州大会　　

①ミニバスケットボール交流大会（８月14日～16日：佐賀県）
　・本県参加：イースト熊本オーシャンズ（女子）、熊本北部総合クラブ

　　　　 （男女）
　・本県成績：イースト熊本オーシャンズ（女子）＝3位
　　　　　　　熊本北部総合クラブ（女子）＝1位
　　　　　　　熊本北部総合クラブ（男子）＝予選リーグ敗退
　　　　※男子は予選リーグ・決勝トーナメント。女子はトーナメント。
②空手道交流大会（８月15日～16日：沖縄県）
　・本県参加：拳心塾、舞原空手道場
　・本県成績：組手　団体　小学生　男子／舞原空手道場　＝3位
　　　　　　　　　　　　　小学生　女子／拳心塾　＝1位
　　　　　　　　　　個人　小学5年生　男子／松下 将大（拳心塾）＝3位
　　　　　　　　　　　　　小学5年生　女子／山下 奈 （々拳心塾）＝1位
　　　　　　　　　　　　　小学6年生　女子／松田 葵（拳心塾）＝1位
③剣道交流大会（８月22日～23日：鹿児島県）
　・本県参加：出場なし
④軟式野球交流大会（８月14日～16日：熊本県〈県民総合運動公園〉）
　・本県参加：中島サンダース、ｕ＆ｕ菱形少年野球クラブ
　・本県成績：中島サンダース＝１位、ｕ＆ｕ菱形少年野球クラブ＝３位
⑤ソフトボール交流大会（８月28日～29日：大分県）
　・本県出場：小坂ジュニア、当尾小学校
　・本県成績：小坂ジュニア＝ベスト８、当尾小学校＝１回戦敗退　
⑥バレーボール交流大会（８月１４日～１６日：宮崎県）
　・本県出場：津奈木ＪＶＢＣ、滑石ＶＢＣ
　・本県成績：津奈木ＪＶＢＣ＝予選全勝・決勝Ｔ1回戦敗退、滑石ＶＢ

Ｃ＝予選全勝・第３位
⑦サッカー交流大会（８月21日～23日：福岡県）
　・本県出場：荒尾ＪＦＣ
　・本県成績：予選リーグ全勝２位通過（５チーム中）、２位グループ

トーナメント１回戦敗退
（３）全国大会　　

①軟式野球交流大会（８月１日～４日：徳島県）
　・本県参加：九州Ⅰブロックの輪番制により参加なし
②ホッケー交流大会（８月７日～１０日／熊本県〈小国町林間広場〉）
　・本県出場：小国町ホッケースポーツ少年団
　・本県成績：予選敗退
③剣道交流大会（３月26日～28日：鹿児島県）
　・本県出場：県大会上位入賞者による選抜チーム（小学生団体5名・中

学生個人2名）
　・本県成績：団体　小学生＝予選リーグ突破、決勝トーナメント２回戦

敗退（ベスト８）
　　　　　　　個人　中学生　男子　渡邊 龍真＝優勝
　　　　　　　　　　　　　　女子　田中 咲妃＝予選リーグ突破、決勝
　　　　　　　　　　　　　　　　　トーナメント１回戦敗退
④バレーボール交流大会（３月27日～30日：福岡県）
　・本県出場：金剛ジュニア
　・本県成績：予選リーグ敗退

５　研修事業
（１）スポーツ少年大会

①全国スポーツ少年大会（８月１日～４日：宮城県） ※前泊あり
　・９名参加者：（指導者１名・団員小学生４名、中学生４名）
②九州ブロックスポーツ少年大会（８月１０日～１３日：長崎県）
　・14名参加者：（指導者１名・団員小学生９名、中学生４名）

（２）リーダースクール
①シニア・リーダースクール（８月６日～10日：静岡県〈国立中央青少

年交流の家〉）
　・本県参加：県リーダー会２名
②ジュニア・リーダースクール（３月26日～28日：上天草市〈県立天草

青年の家〉）
　・団員41名、リーダー８名、指導者３名、事務担当者１名参加

（３）指導者講習会等
①認定育成員研修会（10月31日：福岡県）※認定期間4年経過者の義務

研修
　・本県参加：対象者なし　
②スポーツリーダー兼スポーツ少年団認定員養成講習会（12月５日～６

日：アクアドームくまもと）
　・単位団指導者６９名参加（認定員資格取得26人）

（４）リーダー会関係
①県リーダー会総会（７月19日：城南町Ｂ＆Ｇ海洋センター／リーダー

会、事務局担当者）
　・平成27年度事業の詳細について　※定例会は毎月1回程度実施。
②全国リーダー連絡会（９月26日～27日：東京都／２名参加〈育成担

当、リーダー会会長〉）
　・リーダー資質向上のための研修
　・講義「アクティブチャイルドプログラム」
③九州ブロックリーダー研究大会（11月８日～９日：福岡県／５名参加

〈育成担当、リーダー会会員〉）
　・リーダー資質向上のための研修
　・レクリエーション技術向上のための研修

６　国際交流事業
（１）日独同時交流事業

①日独スポーツ少年団同時交流受入事業（８月６日～８月10日：氷川町）
　・ドイツ団９名を受け入れ。宿泊は民泊。※団長団３名受入
　・竜北ジュニアバレーボールスポーツ少年団による民泊受入。
　・スポーツ交流、八代・人吉・球磨・天草等観光を実施。
　　　※プログラム企画・運営はひかわスポーツクラブが実施。
②日独スポーツ少年団同時交流派遣事業（７月31日～８月17日：ドイツ）
　・本県参加：参加希望なし

７　日本スポーツ少年団顕彰事業
（１）市町村表彰：なし
（２）指導者表彰：江上 芳浩 氏(竜北ジュニアバレーボールスポーツ少年

団、県指導者協議会委員)
８　熊本県少年団体連絡協議会関係
＜子ども会・ボーイスカウト・ガールスカウト・海洋少年団・スポーツ少年
団の5団体で構成＞　　
（１）連絡協議会(会議)（２月25日／熊本市〈県民総合運動公園陸上競技場

内〉）
　・本連絡協議会の在り方について
９　登録状況
（１）単位団数：全国 32,991団（前年度比－1,045団）　／　県182団

（前年度比－7団）
（２）指導者数：全国197,969人（前年度比－2,542人） ／　県634人

（前年度比＋17人）
（３）団 員 数：全国714,384人（前年度比－27,413人）／　県2,778

人（前年度比－141人）
10　その他

＊学校部活動の社会体育移行に際して関係団体への訪問活動について
①５月１日　   児童生徒のスポーツ環境整備事業の実施に係る説明会
②５月28日　 熊本県小学校体育連盟評議員会
③７月14日　 平成27年度第１回市町村コーディネーター研修会
④７月31日　 宇土小学校体育連盟 会長（宇土市立花園小学校 校長）
⑤７月31日　 八代小学校体育連盟 会長（氷川町立竜北東小学校 校長）
⑥８月21日　 玉名小学校体育連盟 会長（玉名市立小田小学校 校長）
⑦８月21日　 荒尾小学校体育連盟 会長（荒尾市立万田小学校 校長）
⑧９月１日　   天草小学校体育連盟 会長（天草市立佐伊津小学校 校長）
⑨９月１日　   クラブれいほく（宮﨑 宗晴）
⑩９月14日　  葦北小学校体育連盟 会長（芦北町立佐敷小学校 校長）
⑪９月14日　  水俣小学校体育連盟 会長（水俣市立水俣第二小学校 校長）
⑫10月14日　山鹿小学校体育連盟 会長（山鹿市立千田小学校 校長）
⑬10月14日　菊池小学校体育連盟 会長（菊陽町立菊陽中部小学校 校長）
⑭10月29日　球磨小学校体育連盟 会長（あさぎり町立岡原小学校 校長）
⑮10月29日　湯前町教育委員会（湯前さわやかクラブだんだん）
⑯11月25日　第２回八代市立小学校運動部活動の社会体育移行に関する

検討委員会
⑰２月３日　  上天草市教育委員会
⑱２月３日　  天草市教育委員会
⑲２月５日　  あさぎり町教育委員会（ふれあいＳＣあさぎり）
⑳２月５日　  山江村教育委員会（わいわいクリスポやまえ）
㉑２月21日　 熊本県弓道連盟評議員会
㉒２月24日　 津奈木町検討委員会
㉓３月10日　 熊本市小学校体育連盟 会長（熊本市立高平台小学校 校長）
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平成28年度事業計画一覧表 公益財団法人熊本県体育協会

総務

会議
評議員会
定　時：　６月１７日／熊本市
臨　時：　３月１７日／熊本市
理事会
第１回：　６月  １日／熊本市　＝書面決議へ変更
第２回：　６月17日／熊本市
第３回： 12月  7日／熊本市
第４回：　３月  2日／熊本市

役員会
第１回：　５月25日／熊本市
第２回：　７月29日／熊本市
第３回： 11月24日／熊本市
第４回：　２月22日／熊本市
常任委員会
第１回：　４月28日／熊本市　＝書面決議へ変更
第２回：　７月13日／熊本市
第３回：　２月16日／熊本市
財務特別委員会
企画会：　７月  7日／熊本市
第１回委員会：  ７月29日／熊本市
第２回委員会： 12月  ７日／熊本市

会計監査
５月13日／熊本市

日本体育協会評議員会
定時：６月24日／東京都
臨時：３月22日／東京都

日体協加盟団体事務局長会議
４月13日／東京都

日体協国体連絡会議
３月（予定）／東京都

都道府県体育協会連合会総会
３月21日／東京都

連合会西地区事務局長研修会
11月17日～18日／鹿児島県

連合会都道府県体協事務局職員研修会
12月７日～９日／愛媛県

九州地区体育協会連絡協議会
第１回：　４月  7日～  8日／宮崎県
第２回： 11月10日～11日／長崎県

加盟団体長・理事長会
１月14日／熊本市　＊街頭募金実施

全国・国際スポーツ大会優勝報告会
１月14日／熊本市

広報活動
会報誌「熊本県体育協会」年２回・各２０００部発行
「ホームページ」年４回更新　＊情報提供は随時
親善ゴルフ大会
県体協親善ゴルフ大会　11月29日予定（会場未定）
会長杯ゴルフ大会　　　  2月11日予定（会場未定）

地域スポーツ
県民スポーツ

会議
常任委員会
第１回：　４月27日／熊本市　＝書面決議へ変更
第２回：　７月  4日／熊本市
第３回： 11月  4日／熊本市　＊専門委員会合同会
第４回：　２月13日／熊本市
専門委員会
第１回：　７月  4日／熊本市
第２回： 11月  4日／熊本市

県民体育祭関係
郡市代表者会議：８月16日・９月８日

（年2回開催）=　中止
阿蘇大会実行委員会：４月・11月予定　＝　中止
人吉市・球磨郡大会設立総会：８月予定
日体協都道府県事務担当者会議
４月14日～15日／東京都
全国スポーツ指導者連絡会議
12月９日／東京都

第71回熊本県民体育祭＝中止
９月24日～25日　阿蘇郡市（主会場）

第38回体協ゴルフ大会
(第８回熊本県小･中･高校ゴルフ大会)
※熊本県民体育祭公開競技＝中止
一般男子
北部地区大会　５月13日（金）

司菊水ゴルフクラブ
中部地区大会　５月13日（金）

熊本南カントリークラブ
南部地区大会　５月13日（金）

ワールドカントリークラブ
第一戦　６月10日（金）

あつまる阿蘇赤水ゴルフ倶楽部
決　勝　６月24日（金）

熊本空港カントリークラブ
シニア
第一戦　６月  7日（火）

肥後サンバレーカントリークラブ
決　勝　６月29日（水）

くまもと中央カントリークラブ
Ｍシニア・一般女子
第一戦　５月20日（金）

阿蘇東急ゴルフクラブ
決　勝　６月17日（金）

九州ゴルフ倶楽部　小岱山コース
Ｇシニア
第一戦　５月17日（火）鹿北ゴルフ倶楽部
決　勝　６月  2日（木）

阿蘇グリーンヒルカントリークラブ
熊本県小・中・高校ゴルフ大会
第一戦　５月  2日（月）

不知火カントリークラブ
決　勝　５月27日（金）

チェリーゴルフ天草コース
日本スポーツマスターズ2016
  9月23日～27日／秋田県
全国スポーツ指導者研修会
12月10日／東京都　＊7月・12月に幹事会実施

熊本県スポーツ指導者研修会
  6月12日／熊本市

＊日体協公認スポーツ指導者義務研修会
養成講習会・研修会
・上級指導員養成講習会
　日体協委託事業：卓球（専門科目）
・県体協（共通科目）
・指導員養成講習会
　日体協委託事業：山岳・ソフトテニス
　独自事業：バレーボール
・スポーツリーダー養成講座：通年

（通信講座：年4期開催）
・ライブオンセミナー（６月・７月：計４回）

地域スポーツ普及事業
地域におけるスポーツ推進基盤の整備拡充
　助成金＝各郡市体協へ配分
スポーツ教室開設事業
希望団体３教室実施
熊本県スポーツ指導者協議会活動推進事業
熊本県スポーツ指導者協議会の活動支援事業
加盟団体組織強化事業
・100円・免税募金還元事業（100円全額、
免税半額）
・国体実施競技団体外（9競技団体）等への助
成事業　

県体協「スポーツ功労者等表彰」
選定委員会：第１回役員会（５月25日）
表彰式：１月14日

（加盟団体長・理事長会／熊本市）
公認スポーツ指導者表彰
・日本体育協会公認スポーツ指導者等表彰事業
表彰式：全国スポーツ指導者研修会    　
　　　（12/10：東京都）で実施

・ミズノスポーツメントール賞
表彰式：次年度４月　東京都

地域スポーツ
総合型地域スポーツクラブ

会議
専門委員会
第１回：　７月  4日／熊本市
第２回：　２月13日／熊本市
日体協アドバイザーミーティング
５月26日～27日／東京都
日体協スタートアップ会議
５月28日／東京都
全国スポーツクラブ会議
５月21日～22日／石川県
創設支援クラブ担当者会
５月17日・８月10日・12月7日（３回開催）
／熊本市

ヒアリング事業
・創設支援クラブ現地ヒアリング　計22回
・設立準備団体ヒアリング　計２回
・未育成町村訪問　計８回
・既設置市訪問　計４回
・活動クラブ訪問　計31回
・小学校巡回訪問　計13回
クラブマネジャー養成講習会
 ７月  2日～  3日／熊本市

地域スポーツ指導者研修会
 ２月（予定）／県北・県南で計２回実施
県内クラブ交流大会
11月20日／熊本市
実行委員会３回、主管ブロック会議３回
講師等派遣事業
県内６団体対象
熊本県総合型地域スポーツクラブ
連絡協議会活動推進事業
「総合型地域スポーツクラブ連絡協議会」の活
動支援事業
SC
総会
３月予定／東京都
九州ブロックネットワークアクション2016
11月12日～13日／鹿児島県
実行委員会：  7月予定／鹿児島県

競技スポーツ
競技力向上

会議
常任委員会
第１回：　４月28日／熊本市　＝書面決議へ変更

第２回：　７月  6日／熊本市
第３回：　２月14日／熊本市
強化委員会
第１回： 10月27日／熊本市
第２回：　２月14日／熊本市
競技力向上対策事業説明会
４月15日／熊本市

競技力向上対策事業（県競技スポーツ振興事業）
①競技力向上対策
・ 国体強化事業
・ 練習環境整備費　
②一貫指導体制整備事業
・ジュニア育成強化事業（ジュニア育成・
ジュニア強化)

　 ・指導体制強化事業（強化指導者研修派遣）
③トータルサポート事業
・スポーツ医科学対策事業
・競技力向上対策研修会の開催：11月３日／
熊本市
・調査研究･広報事業

競技力向上対策事業
（子どものスポーツ環境整備推進事業）
競技普及及びジュニア選手育成
競技力向上対策事業
（2020年東京オリンピック強化指定選手事業）
強化事業及びトータルサポート事業
競技力向上対策事業
（優秀競技者・指導者育成支援事業）
指導者（コーチ）招聘及びコーチクリニック等事業
競技力向上事業に係るヒアリング
国体開催41競技団体及び関係学校体育連盟
１２月上旬～２月末
第36回九州ブロック大会（宮崎県開催）
①夏季大会　　5月22日～  7月24日（11競技）
②秋季大会　　8月17日～28日（21競技）
③冬季大会　12月  3日～  4日

（アイスホッケー競技)　＊福岡県
第71回国民体育大会（岩手県開催）
① 10月  1日～11日／陸上競技他35競技
会期前：　9月  4日～11日（水泳競技）

第72回国民体育大会冬季大会（長野県開催）
①スケート・アイスホッケー競技会

／１月27日～31日
②スキー競技／２月14日～17日

第32回日韓親善スポーツ交流事業
７月２日～５日　大韓民国・忠清南道
＊韓国忠清南道へラグビーフットボール競技
20名を派遣

競技スポーツ
スポーツ医科学

会議
専門委員会
第１回：　6月  2日／熊本市
第２回： 10月27日／熊本市
第３回：　2月14日／熊本市
トレーナー部会
６月  2日／熊本市

スポーツドクター代表者協議会
３月開催／東京都
アスレティックトレーナー連絡会議
１月開催／東京都
JADA競技者支援連絡会議
６月・12月開催（計２回開催）／東京都

競技スポーツ振興事業
スポーツトレーナー等派遣事業
・九州ブロック大会及び本国体へのスポーツト
レーナー派遣

・資質向上のための研修会（12月14日）の実施
メディカルチェック事業
国体候補選手に対する基本健康調査（アン
ケート形式）及びメディカルチェックの実施。
アンケート調査（4月）、基本調査判定会（７/８）、
メディカルチェック（8/6）及び判定会（8/12）、
専門委員会（総括：10/27）　
医科学サポート事業
・心理サポートプログラムの実施
メンタルトレーニングの実施及び講習会

（１月21日／熊本市）
・栄養サポートプログラムの実施
アンケート調査（４月）、講習会（12月４
日／熊本市）

スポーツ医科学普及事業
研究紀要（Ｎo.32）の編集・発行
スポーツドクター活用活性化事業
熊本県医師会が実施する各種事業に対する助成

体力づくりサポートプログラム 
国体候補選手等に対する体力測定及び分析

／12月４日
ドーピング防止教育・啓発事業 
・国体選手へのドーピングコントロール説明会
＊結団式時に実施

・ドーピング防止教育啓発事業講習会　２月４
日／熊本市

スポーツ指導者フォーラム
１月７日／熊本市
第71回国体ドクターズミーティング
９月30日／岩手県

スポーツ医科学
公認スポーツドクター養成講習会
日体協公認の医師を養成。本会から受講者推
薦を行う。
公認アスレティックトレーナー養成講習会
公認アスレティックトレーナーを養成する。
本会から受講者１～２名を日体協へ推薦。
公認スポーツドクター研修会 
全国３ブロック（東・中・西）で開催

スポーツ少年団

会議
本部委員会
第１回：４月27日／熊本市　　＝書面決議へ変更
第２回：７月  5日／熊本市
第３回：２月15日／熊本市
指導者協議会
第１回：７月  5日／熊本市
第２回：２月15日／熊本市
日本スポーツ少年団委員総会
第１回：６月  4日／東京都
第２回：３月  4日／東京都
全国指導者協議会
６月24日～26日／東京都
都道府県事務担当者会議
５月25日／東京都
九州ブロック会議※担当県（福岡県）
・九州ブロック連絡協議会　４月21日～22
日／福岡県
・九州ブロック指導者研究協議会　11月26
日～27日／福岡県
・日本スポーツ少年団九州ブロック会議
　１月26日～27日／福岡県

スポーツ少年大会
・九州大会　７月28日～31日／福岡県
・全国大会　７月28日～31日／香川県
競技別交流大会（県・九州・全国大会）
＜県大会＞
・ソフトボール  ６月11日～12日　熊本市
・軟式野球　６月19日･25日･26日／熊本市
・バレーボール　７月９日～10日／熊本市
・剣道　中学生大会  ６月中旬／人吉市
　　　　小学生大会  11月中旬／益城町
・少林寺拳法  １１月上旬／県北地区
・ジュニアアスレチックトライアル  12月17
日／熊本市

＜九州大会＞
・ミニバスケットボール　８月26日～28日
／長崎県
・空手道　８月20日～21日／佐賀県
・剣道　 ８月27日～28日／沖縄県
・軟式野球　 ８月12日～14日／鹿児島県
・ソフトボール   ８月19日～21日／熊本県
・バレーボール(女子)　８月26日～28日／
大分県
・サッカー　８月５日～７日／宮崎県
＜全国大会＞
・軟式野球　８月５日～８日／滋賀県
・ホッケー　８月５日～８日／埼玉県
・剣道　３月下旬／愛知県
・バレーボール　 ３月下旬／福井県

リーダー養成 
・県リーダー会総会　６月４日　熊本市(リー
ダー定例会は月１回開催)
・九州ブロックリーダー研究大会　11月下旬／
宮崎県
・全国リーダー連絡会　９月24日～25日／東京都
リーダースクール
・シニアリーダースクール　８月４日～８日／
静岡県
・県ジュニアリーダースクール　３月18日～
20日／阿蘇市

指導者養成 
・認定育成員研修会　11月26日／福岡県
・認定員養成講習会　５月28日～29日／熊本市
・スポーツ少年団指導者全国研究大会　６月26
日／東京都
・アクティブチャイルドプログラム　２月５日
／熊本市
・ライブオンセミナー　７月16日／熊本市
日独同時交流事業（受入・派遣）
※九州Ⅰ輪番制により本県での受入なし
・受入事業　７月24日～８月９日（全体日程）
　＊ブロック調整会議：５月中旬／福岡県
・派遣事業　７月30日～８月18日
　＊事前研修会：５月３日～５日／東京都
日独青少年指導者セミナー
・受入　11月８日～12日／　＊ドイツ団９名
（指導者）
日本スポーツ少年団顕彰事業
１市町村・１個人推薦
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㈱肥後銀行300万円
200万円

㈱熊本銀行 ㈱鶴屋百貨店 ㈱熊本日日新聞社熊本県遊技業協同組合
㈱サンワード

50万円

（一社）熊本県建設業協会 （一社）熊本県測量設計コンサルタンツ協会 ㈱ヒライ（医社）寿量会　熊本機能病院
30万円 ㈱フタバ 熊本空港ビルディング㈱ オムロンリレーアンドデバイス（株）㈱シアーズホーム

金峰会グループ（学）君が淵学園　崇城大学
㈱どんどんライス ㈱熊本放送 アイ・ウッド㈱㈱うまかな・よかなホールディングス20万円
㈱えがお 熊本養鰻漁業協同組合㈱テレビ熊本
九州電力㈱熊本支社㈱再春館製薬所15万円
（医）藤浪会　井上整形外科クリニック （医）愛育会　福田病院 （医）熊本丸田会熊本整形外科病院（医）佳朋会　脳神経外科小林クリニック

10万円

（一社）熊本県歯科医師会 （公社）熊本県医師会 （一社）熊本県宅地建物取引業協会（公社）熊本県薬剤師会
（一財）熊本県スポーツ振興事業団 ㈲瀬戸口孵化場 ㈱レイメイ藤井（一財）化学及血清療法研究所
㈱キューネット ㈱セルモ ㈱九電工　熊本支店㈱SYSKEN
㈱TEAM ㈱黒潮市場 ㈱熊日輸送センター㈱熊本県民テレビ
㈱イワイホーム ㈱早稲田スクール ㈱中九州クボタ㈱電通九州熊本支社
㈱体育堂 西日本電信電話㈱熊本支店 大成建設㈱熊本営業所㈱イシヌキ
熊本交通運輸㈱ 熊本酸素㈱ 熊本朝日放送㈱西部ガス㈱熊本支社
九州警備保障㈱ コカ・コーラウエスト㈱ 熊本県信用金庫協会高橋酒造㈱
RKKコンピューターサービス ハヤカワスポーツ あつまるレークカントリークラブホテル日航熊本
JTB協定旅館ホテル連盟熊本支部 九州中央リハビリテーション学院 （学）熊本学園　熊本学園大学あつまる阿蘇赤水ゴルフ倶楽部
島田　俊郎田川　憲生

㈱大劇 ㈱前田産業8万円
白瀬貴美子㈱熊本リビング新聞社7万円
熊本県グラウンド・ゴルフ協会 熊本県卓球協会 熊本県自転車競技連盟㈱アネシス6万円
ホワイト歯科 （税）未来税務会計事務所 （一財）熊本公徳会（医）朝日野会　朝日野総合病院

5万円

（一社）熊本県解体工事業協会 （一社）熊本県優良住宅協会 （一社）熊本都市建設業協会（一社）熊本県造園建設業協会
㈲サンマルク ㈱熊本ホテルキャッスル ㈱ハウディ㈲村田工務店
㈱杉養蜂園 ㈱エフエム熊本 ㈱リフティングブレーン㈱百花園
㈱熊日会館 ㈱KIS ㈱ナースパワー人材センター㈱TKUヒューマン
㈱パブリックビジネスジャパン ㈱清永宇蔵商店 ㈱総合プラント㈱ヒューマン
㈱上野商事 ㈱熊日広告社 ㈱エコポート九州㈱泗水社
ジョウツー㈱ 城南観光㈱ 宝興業㈱アサヒビール㈱熊本支社
肥銀カード㈱ 肥銀リース㈱ 熊日都市圏販売㈱肥後商事㈱
西日本電工㈱ 櫻井精技㈱ 熊本日産自動車㈱九州産業交通ホールディングス㈱
とんかつ勝烈亭 らくのうマザーズ 熊本日日新聞販売店協同組合原田木材㈱
熊本県果実農業協同組合連合会 熊本県私立中学高等学校協会 熊本県住宅メーカー協議会熊本県経済農業協同組合連合会
森本　孝 飯村　光敏（公認会計士事務所）（学）開新高等学校
坂本不出夫（一社）熊本県サッカー協会4万円
（一社）生命保険協会熊本県協会 （一社）熊本県ビルメンテナンス協会 ㈲松屋本館（税）ユース会計社

3万円

㈱城野印刷所 ㈱熊本地方卸売市場 ㈱熊日物流㈱日本旅行熊本支店
㈱杉本建設 ㈱有明測量開発社 ㈱秀拓㈱友和会
NTT印刷㈱九州営業所 野村證券㈱熊本支店 熊本管工建設㈱㈱センターリバー
九州綜合サービス㈱ ダイチ㈱ ホテルニューオータニ熊本九州産交運輸㈱
熊本県商工会議所連合会 熊本県漁業協同組合連合会 熊本ノーサイドクラブ宮川輝之法律事務所
熊本県銃剣道連盟 (一財)熊本陸上競技協会 熊本県バスケットボール協会宇城市体育協会
㈻熊本学園大学付属高等学校 ㈻ルーテル学院高等学校 ㈻鎮西学園　鎮西中学・高等学校、真和中学・高等学校熊本県少林寺拳法連盟
㈻九州学院高等学校 ㈻東海大学付属熊本星翔高等学校 秋岡　廣宣㈻熊本中央高等学校
青山　正志 齋藤長一郎本松　賢
（医）室原会　室原内科小児科 （福）熊本県コロニー印刷 （公社）熊本県観光連盟（医）陣内会 陣内病院

2万円

㈲田尻建設 ㈱アサヒコンサルタント ㈱RKKメディアプランニング㈲カガワの自転車
熊日サービス開発㈱ 熊本県武術太極拳連盟 ㈻熊本マリスト学園高等学校㈱吉永商会
㈻慶誠高等学校 ㈻熊本信愛女学院高等学校 ㈻城北高等学校㈻熊本国府高等学校
㈻文徳高等学校 熊本保健科学大学 阪本　達也㈻有明学園　有明高等学校

大宮　泉
㈱スペック ㈱興和測量設計 熊本県体育協会役職員一同㈱ワコー1.5万円
（医）文仁会　川原胃腸科内科 （医）汀会島子ごとう医院 （医）みぎわ会　堤歯科医院（医）仁和会　熊本眼科医院

1万円

（医）熊南会　南熊本病院 Ｋ＆Ｉ（税） ㈲サン・ハート（医）祐基会　帯山中央病院
㈲多喜田塗装 ㈲前田水産 ㈲江里運送㈲水俣観光バス
㈲花匠 ㈱協和印刷 ㈱スープル㈲水俣浄化槽管理センター
㈱九州開発エンジニヤリング ㈱建吉組 ㈱コスギ不動産㈱藤本物産
㈱三浜測量設計社 ㈱高田塗装 ㈱千成堂㈱古荘本店
㈱十八測量設計 ㈱フードパル熊本 ㈱中山建設㈱熊本シティエフエム
㈱エム・ティ・エル ㈱ドコモCS九州熊本支店 綜合警備保障㈱熊本支社㈱岩永組
積水ハウス㈱熊本支店 不二高圧コンクリート㈱ 金剛㈱名鉄観光サービス㈱熊本支店
アイシン九州㈱ 九州中央魚市㈱ 日成工業㈱熊本大同青果㈱
有価物回収協業組合石坂グループ ANAクラウンプラザホテル熊本ニュースカイ 水俣大好きグループ（お世話好き会）プロジェクトリム
熊本県テコンドー協会 ㈻秀岳館高等学校 ㈻専修大学玉名高等学校熊本県トライアスロン連合
㈻尚絅学園　尚絅高等学校 ㈻八代白百合学園高等学校 熊本県立水俣高等学校カヌー部㈻玉名女子高等学校
㈱櫻井總本店　櫻井スミコ 藤山　徹雄 城長　眞治高橋　洋（高橋整形外科医院）
丸山　照之 赤星　隆弘 武藤　徳子鷲﨑　徹
八十田　宏 大嶋　康裕 落合　謙二長田　政敏
坂下　玲子 岡崎　房義 小林　義勝坂梨登美代
松本　秀幸 木原　雄治 荒木　泰臣奥山　幸男
西田　佳子 荒木　英幸 楠木　正昭石田　勝

辛木　秀子

協　力　企　業　・　団　体　・　個　人　名　　（敬称略）募金額

㈱雇用促進事業会
100万円 肥後銀行　徒然の会

平成28年3月31日　現在

松尾　具親
平田　浩一

平成27年度 免税募金実績 20,204,600円250件24年度実績

20,635,000円264件25年度実績

23,750,000円281件26年度実績

23,480,000円277件27年度実績

19,163,500円242件23年度実績
皆様のご協力ありがとうございました。
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㈱肥後銀行300万円
200万円

㈱熊本銀行 ㈱鶴屋百貨店 ㈱熊本日日新聞社熊本県遊技業協同組合
㈱サンワード

50万円

（一社）熊本県建設業協会 （一社）熊本県測量設計コンサルタンツ協会 ㈱ヒライ（医社）寿量会　熊本機能病院
30万円 ㈱フタバ 熊本空港ビルディング㈱ オムロンリレーアンドデバイス（株）㈱シアーズホーム

金峰会グループ（学）君が淵学園　崇城大学
㈱どんどんライス ㈱熊本放送 アイ・ウッド㈱㈱うまかな・よかなホールディングス20万円
㈱えがお 熊本養鰻漁業協同組合㈱テレビ熊本
九州電力㈱熊本支社㈱再春館製薬所15万円
（医）藤浪会　井上整形外科クリニック （医）愛育会　福田病院 （医）熊本丸田会熊本整形外科病院（医）佳朋会　脳神経外科小林クリニック

10万円

（一社）熊本県歯科医師会 （公社）熊本県医師会 （一社）熊本県宅地建物取引業協会（公社）熊本県薬剤師会
（一財）熊本県スポーツ振興事業団 ㈲瀬戸口孵化場 ㈱レイメイ藤井（一財）化学及血清療法研究所
㈱キューネット ㈱セルモ ㈱九電工　熊本支店㈱SYSKEN
㈱TEAM ㈱黒潮市場 ㈱熊日輸送センター㈱熊本県民テレビ
㈱イワイホーム ㈱早稲田スクール ㈱中九州クボタ㈱電通九州熊本支社
㈱体育堂 西日本電信電話㈱熊本支店 大成建設㈱熊本営業所㈱イシヌキ
熊本交通運輸㈱ 熊本酸素㈱ 熊本朝日放送㈱西部ガス㈱熊本支社
九州警備保障㈱ コカ・コーラウエスト㈱ 熊本県信用金庫協会高橋酒造㈱
RKKコンピューターサービス ハヤカワスポーツ あつまるレークカントリークラブホテル日航熊本
JTB協定旅館ホテル連盟熊本支部 九州中央リハビリテーション学院 （学）熊本学園　熊本学園大学あつまる阿蘇赤水ゴルフ倶楽部
島田　俊郎田川　憲生

㈱大劇 ㈱前田産業8万円
白瀬貴美子㈱熊本リビング新聞社7万円
熊本県グラウンド・ゴルフ協会 熊本県卓球協会 熊本県自転車競技連盟㈱アネシス6万円
ホワイト歯科 （税）未来税務会計事務所 （一財）熊本公徳会（医）朝日野会　朝日野総合病院

5万円

（一社）熊本県解体工事業協会 （一社）熊本県優良住宅協会 （一社）熊本都市建設業協会（一社）熊本県造園建設業協会
㈲サンマルク ㈱熊本ホテルキャッスル ㈱ハウディ㈲村田工務店
㈱杉養蜂園 ㈱エフエム熊本 ㈱リフティングブレーン㈱百花園
㈱熊日会館 ㈱KIS ㈱ナースパワー人材センター㈱TKUヒューマン
㈱パブリックビジネスジャパン ㈱清永宇蔵商店 ㈱総合プラント㈱ヒューマン
㈱上野商事 ㈱熊日広告社 ㈱エコポート九州㈱泗水社
ジョウツー㈱ 城南観光㈱ 宝興業㈱アサヒビール㈱熊本支社
肥銀カード㈱ 肥銀リース㈱ 熊日都市圏販売㈱肥後商事㈱
西日本電工㈱ 櫻井精技㈱ 熊本日産自動車㈱九州産業交通ホールディングス㈱
とんかつ勝烈亭 らくのうマザーズ 熊本日日新聞販売店協同組合原田木材㈱
熊本県果実農業協同組合連合会 熊本県私立中学高等学校協会 熊本県住宅メーカー協議会熊本県経済農業協同組合連合会
森本　孝 飯村　光敏（公認会計士事務所）（学）開新高等学校
坂本不出夫（一社）熊本県サッカー協会4万円
（一社）生命保険協会熊本県協会 （一社）熊本県ビルメンテナンス協会 ㈲松屋本館（税）ユース会計社

3万円

㈱城野印刷所 ㈱熊本地方卸売市場 ㈱熊日物流㈱日本旅行熊本支店
㈱杉本建設 ㈱有明測量開発社 ㈱秀拓㈱友和会
NTT印刷㈱九州営業所 野村證券㈱熊本支店 熊本管工建設㈱㈱センターリバー
九州綜合サービス㈱ ダイチ㈱ ホテルニューオータニ熊本九州産交運輸㈱
熊本県商工会議所連合会 熊本県漁業協同組合連合会 熊本ノーサイドクラブ宮川輝之法律事務所
熊本県銃剣道連盟 (一財)熊本陸上競技協会 熊本県バスケットボール協会宇城市体育協会
㈻熊本学園大学付属高等学校 ㈻ルーテル学院高等学校 ㈻鎮西学園　鎮西中学・高等学校、真和中学・高等学校熊本県少林寺拳法連盟
㈻九州学院高等学校 ㈻東海大学付属熊本星翔高等学校 秋岡　廣宣㈻熊本中央高等学校
青山　正志 齋藤長一郎本松　賢
（医）室原会　室原内科小児科 （福）熊本県コロニー印刷 （公社）熊本県観光連盟（医）陣内会 陣内病院

2万円

㈲田尻建設 ㈱アサヒコンサルタント ㈱RKKメディアプランニング㈲カガワの自転車
熊日サービス開発㈱ 熊本県武術太極拳連盟 ㈻熊本マリスト学園高等学校㈱吉永商会
㈻慶誠高等学校 ㈻熊本信愛女学院高等学校 ㈻城北高等学校㈻熊本国府高等学校
㈻文徳高等学校 熊本保健科学大学 阪本　達也㈻有明学園　有明高等学校

大宮　泉
㈱スペック ㈱興和測量設計 熊本県体育協会役職員一同㈱ワコー1.5万円
（医）文仁会　川原胃腸科内科 （医）汀会島子ごとう医院 （医）みぎわ会　堤歯科医院（医）仁和会　熊本眼科医院

1万円

（医）熊南会　南熊本病院 Ｋ＆Ｉ（税） ㈲サン・ハート（医）祐基会　帯山中央病院
㈲多喜田塗装 ㈲前田水産 ㈲江里運送㈲水俣観光バス
㈲花匠 ㈱協和印刷 ㈱スープル㈲水俣浄化槽管理センター
㈱九州開発エンジニヤリング ㈱建吉組 ㈱コスギ不動産㈱藤本物産
㈱三浜測量設計社 ㈱高田塗装 ㈱千成堂㈱古荘本店
㈱十八測量設計 ㈱フードパル熊本 ㈱中山建設㈱熊本シティエフエム
㈱エム・ティ・エル ㈱ドコモCS九州熊本支店 綜合警備保障㈱熊本支社㈱岩永組
積水ハウス㈱熊本支店 不二高圧コンクリート㈱ 金剛㈱名鉄観光サービス㈱熊本支店
アイシン九州㈱ 九州中央魚市㈱ 日成工業㈱熊本大同青果㈱
有価物回収協業組合石坂グループ ANAクラウンプラザホテル熊本ニュースカイ 水俣大好きグループ（お世話好き会）プロジェクトリム
熊本県テコンドー協会 ㈻秀岳館高等学校 ㈻専修大学玉名高等学校熊本県トライアスロン連合
㈻尚絅学園　尚絅高等学校 ㈻八代白百合学園高等学校 熊本県立水俣高等学校カヌー部㈻玉名女子高等学校
㈱櫻井總本店　櫻井スミコ 藤山　徹雄 城長　眞治高橋　洋（高橋整形外科医院）
丸山　照之 赤星　隆弘 武藤　徳子鷲﨑　徹
八十田　宏 大嶋　康裕 落合　謙二長田　政敏
坂下　玲子 岡崎　房義 小林　義勝坂梨登美代
松本　秀幸 木原　雄治 荒木　泰臣奥山　幸男
西田　佳子 荒木　英幸 楠木　正昭石田　勝

辛木　秀子

協　力　企　業　・　団　体　・　個　人　名　　（敬称略）募金額

㈱雇用促進事業会
100万円 肥後銀行　徒然の会

平成28年3月31日　現在

松尾　具親
平田　浩一

平成27年度 免税募金実績 20,204,600円250件24年度実績

20,635,000円264件25年度実績

23,750,000円281件26年度実績

23,480,000円277件27年度実績

19,163,500円242件23年度実績
皆様のご協力ありがとうございました。

《創設支援クラブ担当者会議、創設支援クラブヒアリング》
　totoの創設支援事業受託団体に（創設支援クラブ）に対し、クラブ創設のための情報提供や課題解決のため、説明会
形式の担当者会議と、個別の事務局ヒアリングを実施しています。また、各クラブの会議等に訪問し、アドバイスをして
います。
◆平成28年度創設支援クラブ
・高田校区総合型スポーツクラブ「リ・クリエート」設立準備委員会【八代市】
・玉名市総合型地域スポーツクラブ設立準備委員会【玉名市】

《熊本県クラブマネジャー養成講習会》
　７月２日（土）、３日（日）の２日間、総合型地域スポーツクラブ及びマネジメントに関
する知識やスキルを学ぶ講習会を開催しました。
　２日間の講習を全て受講し、その後の検定試験に合格すると公益財団法人日本体育協
会公認アシスタントマネジャー資格を取得することができます。（別途共通科目の受講
が必要）
　講師には、県内各地で活躍されているクラブ
マネジャーや専門家をお招きし、講義やワーク
を通して参加者の皆さんはクラブマネジャーの
資質について学びました。
　地震の影響もあり、参加者が見込めるか不安
がありましたが、例年同様20名の参加があり、
大変充実した講習会となりました。

平成28年度
熊本県総合型地域スポーツクラブ専門委員会所管事業実施報告

《熊本県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会研修会》
　平成28年10月８日（土）に、菊陽町光の森町民センターにおいて、「今こそ絆！復興事業vol.1」サブタイトルは
「クラブから地域を盛り上げよう!!熊本地震からの復旧・復興にむけて」と題して研修会が行われました。
　主管ブロックである北ブロックが中心となって企画・運営をされ、当日は60人の参加を得て開催されました。
　４月に発生した地震により、多くのクラブ関係者が被災し、不安な日々を過ごしましたが、今後も起こりうる自然災
害等非常時にどう備えるか、そして我々ができること、すべきことは何なのかを考える必
要があるという結論に至りました。
　この度は、長洲町で消防士をされている「ながすクロスロード研究会」の徳永伸介氏、
そして岩手県陸前高田市の総合型地域スポーツクラ
ブ「NPO法人総合型りくぜんたかた」の戸羽氏を
お招きし、緊急時の対応についてのワークにひき続
き、実際東日本大震災を経験し、その後の活動につ
いての講演をしていただきました。講演後、戸羽氏
の進行で玉入れタイムレースを体験し、参加者全員
で楽しみました。
　参加者からは、「大変ためになった。」「今後に活
かしたい。」という御
意見が多数寄せら
れ、今後に繋がる有
意義な研修となりま
した。

平成28年度
熊本県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会事業実施報告
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熊本県総合型地域スポーツクラブ被災地支援・復興事業
　４月１４日、１６日に発生した熊本地震により、県内各地域で甚大な被害が出ました。
　そのような中、県内では被災地の方々への支援事業が行われました。
　県内クラブが実施された事業について、一部紹介します。

◆NPO法人火の山スポーツクラブ
　NPO法人火の山スポーツクラブは、避難者の運動機会の提供、心身のストレス発散、エコノミークラス症候群の
発症予防などを目的に、地震発生直後から、体育施設等の避難所を巡回し、避難者にタオルを使った体操の指導を
されました。（NPO法人火の山スポーツクラブは、平成24年7月に発生した北部豪雨災害の際も、避難所を巡回さ
れた経験があります。）

実施期間　４月20日～30日、５月３日～４日　計１３日間
訪問回数　延べ21回（一の宮小４回、阿蘇小３回、阿蘇中３回、阿蘇西小２回、旧古城小１回、かんぽの宿６回、
　　　　　広域消防本部１回、農村環境改善センター１回）

◆NPO法人スポレク・エイト
　NPO法人スポレク・エイトは、震災後地域の子どもたちを中心に体を動かして心と体をリフレッシュし、笑顔に
なってもらおうと、「笑顔がいっぱいプロジェクト」を企画されました。
　4月29日（金）にスポレク・エイトと「一般社団法人スポーツ工房クオラ」「有限会社ディスクスポーツ」の共催で
イベントを開催されました。
　また、9月25日（日）には、西区スポーツフェスタに合わせてイベントを実施されました。

◆ひかわスポーツクラブ
　ひかわスポーツクラブは、震災後、「一般社団法人fun＆fit」等と連携し、日本財団の助成金を活用して、幼稚園や小学校
等に避難している方々に、炊き出しや運動あそびの場を提供されました。
　また、益城町立広安西小学校が5月9日から学校が再開しましたが、授業が午前中のみで、午後からのサポートが必要と
の相談を受け、「放課後お助け隊事業」と題して、「一般社団法人fun＆fit」が企画し、「益城わくわくスポーツクラブ」「益城
ルネサンスFC」「なないろネットワーク熊本」「マチと医科学研究所」らと連携・協力をして運動、学習などのプログラムを
提供されました。
　益城町へも継続的に支援しながら、その他にも御船町や西原村などにもサポート事業を実施され、現在も継続されて
います。
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熊本県総合型地域スポーツクラブ被災地支援・復興事業
　４月１４日、１６日に発生した熊本地震により、県内各地域で甚大な被害が出ました。
　そのような中、県内では被災地の方々への支援事業が行われました。
　県内クラブが実施された事業について、一部紹介します。

◆NPO法人火の山スポーツクラブ
　NPO法人火の山スポーツクラブは、避難者の運動機会の提供、心身のストレス発散、エコノミークラス症候群の
発症予防などを目的に、地震発生直後から、体育施設等の避難所を巡回し、避難者にタオルを使った体操の指導を
されました。（NPO法人火の山スポーツクラブは、平成24年7月に発生した北部豪雨災害の際も、避難所を巡回さ
れた経験があります。）

実施期間　４月20日～30日、５月３日～４日　計１３日間
訪問回数　延べ21回（一の宮小４回、阿蘇小３回、阿蘇中３回、阿蘇西小２回、旧古城小１回、かんぽの宿６回、
　　　　　広域消防本部１回、農村環境改善センター１回）

◆NPO法人スポレク・エイト
　NPO法人スポレク・エイトは、震災後地域の子どもたちを中心に体を動かして心と体をリフレッシュし、笑顔に
なってもらおうと、「笑顔がいっぱいプロジェクト」を企画されました。
　4月29日（金）にスポレク・エイトと「一般社団法人スポーツ工房クオラ」「有限会社ディスクスポーツ」の共催で
イベントを開催されました。
　また、9月25日（日）には、西区スポーツフェスタに合わせてイベントを実施されました。

◆ひかわスポーツクラブ
　ひかわスポーツクラブは、震災後、「一般社団法人fun＆fit」等と連携し、日本財団の助成金を活用して、幼稚園や小学校
等に避難している方々に、炊き出しや運動あそびの場を提供されました。
　また、益城町立広安西小学校が5月9日から学校が再開しましたが、授業が午前中のみで、午後からのサポートが必要と
の相談を受け、「放課後お助け隊事業」と題して、「一般社団法人fun＆fit」が企画し、「益城わくわくスポーツクラブ」「益城
ルネサンスFC」「なないろネットワーク熊本」「マチと医科学研究所」らと連携・協力をして運動、学習などのプログラムを
提供されました。
　益城町へも継続的に支援しながら、その他にも御船町や西原村などにもサポート事業を実施され、現在も継続されて
います。



【総合型地域スポーツクラブ紹介】―設立順―
本会では、生涯スポーツの推進のため、「総合型地域スポーツクラブ」の普及や育成支援を行っています。
本会報誌では、県内の総合型地域スポーツクラブを設立順に紹介していきます。（今回で第６弾となります。）

◇益城わくわくスポーツクラブ
１．クラブ紹介
　当クラブは熊本県の益城総合体育館を拠点として活動しています。
　現在は、熊本地震で被災された方の避難所となっており、場所の変更等はございますが、
楽しい！を感じられる活動を目指し、専任の指導者がスポーツの指導を行っております。
　熊本地震後からは、益城総合体育館に避難されているお子様も参加出来るスポーツ活
動を行っております。使用可能な施設にて活動を再開しているクラスも多く、会員様にも
お喜びの声をいただだいております。今後も様々なスポーツを楽しんでいただけるように
取り組んで参ります！

２．活動プログラム
バスケット・バドミントン・ＨＩＰＨＯＰダンス・健康体操・世界の民族舞踊（初級・中
級）ゴルフ・花架拳

３．所在地　〒861-2242　上益城郡益城町木山236　総合体育館内（現在は避難所と
なっております。体育館が使用出来るようになるまでは当クラブ事務局員は不在です。）

４．ＴＥＬ　096-289-2433
　  メールアドレス　mashiki_ws@yahoo.co.jp
５．ホームページＵＲＬ　http://mashiki-ws.com（担当：長野啓子）

◇高ＳＰＯ
１．クラブ紹介
　高SPOでは、地域住民のみなさまと共にスポーツ、文化を通じた仲間づくりをす
るお手伝いをしています。スポーツ等を取り入れる事で日々の生活を楽しむため
の知恵を出し合うこと、また子どもたちの健全育成を図ることを目的とし、健康で
明るく人に優しい「生き生き・健康・たかもり」の地域づくりを目指し活動を行ってい
ます。

２．活動プログラム
　陸上教室・剣道教室・ソフトテニス教室・バドミントン（高森・草部）教室・
野球教室・柔道教室・空手教室・ソフトボール教室・スポーツバイキング教室・
ジュニアサッカー教室・硬式テニス教室・幼児、児童体育教室・太極拳教室・
３Ｂ体操教室・ノルディックウォーキング教室・ウクレレ教室・ヒップホップダ
ンス教室

３．所在地　〒869-1601　阿蘇郡高森町大字上色見２８１３
４．ＴＥＬ/ＦＡＸ　0967-62-2991/0967-62-0987
　  メールアドレス　takatai@angel.ocn.ne.jp
５．ホームページＵＲＬ　http://www.takaspo.jp（担当：住吉勝徳）

◇さかもと未来（みなくる）クラブ
１．クラブ紹介
　熊本県下一の高齢化率である坂本町で、坂本校区体育協会を通じて設立した「さか
もと未来クラブ」です。
　子ども向け教室（ジュニアサッカー教室・わいわいちびっ子教室）には、町内にある
八竜小学校児童の半数が入会済みであり、クラブは色々な大会に同行し、子どもたち
の成長や発達を見守っています。
　また、大人向け教室では、太極拳教室・けんこう運動教室・なんでもスポーツ教室の
会員が参加する大会に同行し、撮影したビデオをケーブルテレビで放映しています。
　「さかもと未来クラブ新聞」を全戸配布する等、クラブ運営を理解していただくと
ともに、広く会員募集を行っていきます。

２．活動プログラム
太極拳教室（坂本・中津道・西部）・けんこう運動教室・わいわいちびっ子教
室・なんでもスポーツ教室・ジュニアサッカー教室

３．所在地　〒869-6104　八代市坂本町4228-24八代市坂本公民館２F団体室
４．ＴＥＬ/ＦＡＸ　0965-45－2228/0965-45-2283
　  メールアドレス　sakamoto3796＠yahoo.co.jp
５．ホームページＵＲＬ　http://www.sakamoto-catv.jp/sakataikyo/minakuru_HP.html（担当：山口明子）

◇ＤＲＥＡＭ火流（ひなぐ）
１．クラブ紹介
　2013年 3月に設立した地域や人をこよなく愛するフレンドリーなクラブです。
スポーツを通して地域住民からアスリートまで、誰でも気軽に参加できるコミュニ
ケーション重視のクラブをつくり、夢を語り合い活力ある地域づくりを目指す事を
理念に掲げ、地域の住民自治会や団体・地域の企業等と連携し、地域における
課題解決に向けた取り組みを行いながら、地域に根差すクラブを目標に活動を展
開しています。　

２．活動プログラム
【定期活動】軟式野球スクール・サッカースクール・卓球スクール・バドミント
ンスクール
【不定期活動】ニュースポーツ体験教室・バルバレーボール体験教室

３．所在地　〒869-5145　八代市日奈久新田町2081
４．ＴＥＬ/ＦＡＸ　0965-38-1573
     メールアドレス　　dream196068@yahoo.co.jp（担当：北園武広）

◇つなぎ運動します隊
１．クラブ紹介
　本クラブは、平成25年5月に発足しました。津奈木町民約4800名にさま
ざまな運動をする機会を提供し、町民同士や地域とのつながりを深めていく
ことを目的としています。
　短期的なスポーツ教室を開催する形で現在活動しています。本来のクラブの自主
運営ではありませんが、できる範囲で町民がスポーツ等に親しむ機会としています。
　また、小学校運動部活動の社会体育化を受け、現在、野球とバドミントン
の 2 種目の運営・指導等に関わっています。

２．活動プログラム
・ラケットテニス（短期教室：小学生対象）・バドミントン（通年：小・中学生対象）
・野球（通年：小学生対象）　※小学校部活動より、社会体育へ

３．所在地　〒869-5603　葦北郡津奈木町大字岩城1588番地1（教育委員
会内）

４．ＴＥＬ/ＦＡＸ　0966-78-5400/0966-68-4945
　  メールアドレス　takemoto@town.tsunagi.lg.jp（担当：竹本昌広）

◇田迎地域スポーツクラブ
１．クラブ紹介
　平成27年2月11日、田迎・田迎西校区を対象として、熊本県サッカー協会
の支援を受けて発足した総合型スポーツクラブです。会員はキッズサッカー
（54名）、ミニバレーボール（9名）、役員が15名と指導員が5名います。
　熊本地震の影響で会員確保が難しい状況ですが、地域復興の一環として、
スポーツを通しての住民の元気づくりに貢献したいと思っています。

２．活動プログラム
　・キッズサッカー・ミニバレーボール
３．所在地　〒862-0963熊本市南区出仲間7-3-6
４．ＴＥＬ/ＦＡＸ　096-378-4994
　  メールアドレス：dha713775@lup.bbiq.jp（担当：石原輝捷）

◇火の君スポーツクラブ
１．クラブ紹介
　クラブ発足から2年目に入り、これからという矢先に、地震により予定が全
部狂ってしまいました。
　指導者も、会員も皆被災しており、またスタッフも甚大な被害を受けていて
なかなか活動もままなりませんでした。
　でも、今少しずつプログラム種目も再開しています。
　今年度を何とか乗り切り、次年度に向けてスムーズに運営ができるように、
協力しながら考えていきたいと思っています。久々に見る会員の方の笑い顔
に救われています。

２．活動プログラム
【子ども】剣道・サッカー・体操・バドミントン・バレー
【大　人】剣道・ミニバレー・バドミントン　

３．所在地　〒861-4204　熊本市南区城南町宮地1050（福祉センター内）
４．ＴＥＬ/ＦＡＸ　0964-27-5666
　  メールアドレス　hinokimisc@gmail.com（担当：前田由美子）

◇嘉島町総合型地域クラブ
１．クラブ紹介
　嘉島町総合型地域クラブは「子どもたちの健全育成」「高齢者の生きがいづくり」「地
域のコミュニティづくり」を目的とし、平成２８年３月に設立しました。
　「嘉島町を元気にしたい！」クラブ設立のいちばんの願いです。
・誰もが生涯にわたってスポーツや文化活動を楽しむことができる「場」
・健康志向に対する活動の「場」
を地域につくり、嘉島町のみなさんが世代を超えてつながることができる、コミュニティ
づくりを目指します。

２．活動プログラム
※平成２８年度は震災の為、全プログラムを中止。
【開催予定プログラム】ジュニアサッカー（低学年・高学年）・ジュニアバレーボール・キッズバ
レーボール・バドミントン・ちびっこサッカー・太極柔力球・ピンポン・キッズ野球・バスケットボー
ル基礎・エンジョイビーチバレー・フィットネスクラブ入門・b-fit健康教室　全１３教室

３．所在地　〒861-3106　上益城郡嘉島町上島545　嘉島町教育委員会　社会教育課内
４．ＴＥＬ/ＦＡＸ　096-237-0058／096-237-1299
     メールアドレス　sougougata@outlook.jp
５．ホームページＵＲＬ　http://kps-y.sakura.ne.jp/sougougata/（担当：内野敦子）
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【総合型地域スポーツクラブ紹介】―設立順―
本会では、生涯スポーツの推進のため、「総合型地域スポーツクラブ」の普及や育成支援を行っています。
本会報誌では、県内の総合型地域スポーツクラブを設立順に紹介していきます。（今回で第６弾となります。）

◇益城わくわくスポーツクラブ
１．クラブ紹介
　当クラブは熊本県の益城総合体育館を拠点として活動しています。
　現在は、熊本地震で被災された方の避難所となっており、場所の変更等はございますが、
楽しい！を感じられる活動を目指し、専任の指導者がスポーツの指導を行っております。
　熊本地震後からは、益城総合体育館に避難されているお子様も参加出来るスポーツ活
動を行っております。使用可能な施設にて活動を再開しているクラスも多く、会員様にも
お喜びの声をいただだいております。今後も様々なスポーツを楽しんでいただけるように
取り組んで参ります！

２．活動プログラム
バスケット・バドミントン・ＨＩＰＨＯＰダンス・健康体操・世界の民族舞踊（初級・中
級）ゴルフ・花架拳

３．所在地　〒861-2242　上益城郡益城町木山236　総合体育館内（現在は避難所と
なっております。体育館が使用出来るようになるまでは当クラブ事務局員は不在です。）

４．ＴＥＬ　096-289-2433
　  メールアドレス　mashiki_ws@yahoo.co.jp
５．ホームページＵＲＬ　http://mashiki-ws.com（担当：長野啓子）

◇高ＳＰＯ
１．クラブ紹介
　高SPOでは、地域住民のみなさまと共にスポーツ、文化を通じた仲間づくりをす
るお手伝いをしています。スポーツ等を取り入れる事で日々の生活を楽しむため
の知恵を出し合うこと、また子どもたちの健全育成を図ることを目的とし、健康で
明るく人に優しい「生き生き・健康・たかもり」の地域づくりを目指し活動を行ってい
ます。

２．活動プログラム
　陸上教室・剣道教室・ソフトテニス教室・バドミントン（高森・草部）教室・
野球教室・柔道教室・空手教室・ソフトボール教室・スポーツバイキング教室・
ジュニアサッカー教室・硬式テニス教室・幼児、児童体育教室・太極拳教室・
３Ｂ体操教室・ノルディックウォーキング教室・ウクレレ教室・ヒップホップダ
ンス教室

３．所在地　〒869-1601　阿蘇郡高森町大字上色見２８１３
４．ＴＥＬ/ＦＡＸ　0967-62-2991/0967-62-0987
　  メールアドレス　takatai@angel.ocn.ne.jp
５．ホームページＵＲＬ　http://www.takaspo.jp（担当：住吉勝徳）

◇さかもと未来（みなくる）クラブ
１．クラブ紹介
　熊本県下一の高齢化率である坂本町で、坂本校区体育協会を通じて設立した「さか
もと未来クラブ」です。
　子ども向け教室（ジュニアサッカー教室・わいわいちびっ子教室）には、町内にある
八竜小学校児童の半数が入会済みであり、クラブは色々な大会に同行し、子どもたち
の成長や発達を見守っています。
　また、大人向け教室では、太極拳教室・けんこう運動教室・なんでもスポーツ教室の
会員が参加する大会に同行し、撮影したビデオをケーブルテレビで放映しています。
　「さかもと未来クラブ新聞」を全戸配布する等、クラブ運営を理解していただくと
ともに、広く会員募集を行っていきます。

２．活動プログラム
太極拳教室（坂本・中津道・西部）・けんこう運動教室・わいわいちびっ子教
室・なんでもスポーツ教室・ジュニアサッカー教室

３．所在地　〒869-6104　八代市坂本町4228-24八代市坂本公民館２F団体室
４．ＴＥＬ/ＦＡＸ　0965-45－2228/0965-45-2283
　  メールアドレス　sakamoto3796＠yahoo.co.jp
５．ホームページＵＲＬ　http://www.sakamoto-catv.jp/sakataikyo/minakuru_HP.html（担当：山口明子）

◇ＤＲＥＡＭ火流（ひなぐ）
１．クラブ紹介
　2013年 3月に設立した地域や人をこよなく愛するフレンドリーなクラブです。
スポーツを通して地域住民からアスリートまで、誰でも気軽に参加できるコミュニ
ケーション重視のクラブをつくり、夢を語り合い活力ある地域づくりを目指す事を
理念に掲げ、地域の住民自治会や団体・地域の企業等と連携し、地域における
課題解決に向けた取り組みを行いながら、地域に根差すクラブを目標に活動を展
開しています。　

２．活動プログラム
【定期活動】軟式野球スクール・サッカースクール・卓球スクール・バドミント
ンスクール
【不定期活動】ニュースポーツ体験教室・バルバレーボール体験教室

３．所在地　〒869-5145　八代市日奈久新田町2081
４．ＴＥＬ/ＦＡＸ　0965-38-1573
     メールアドレス　　dream196068@yahoo.co.jp（担当：北園武広）

◇つなぎ運動します隊
１．クラブ紹介
　本クラブは、平成25年5月に発足しました。津奈木町民約4800名にさま
ざまな運動をする機会を提供し、町民同士や地域とのつながりを深めていく
ことを目的としています。
　短期的なスポーツ教室を開催する形で現在活動しています。本来のクラブの自主
運営ではありませんが、できる範囲で町民がスポーツ等に親しむ機会としています。
　また、小学校運動部活動の社会体育化を受け、現在、野球とバドミントン
の 2 種目の運営・指導等に関わっています。

２．活動プログラム
・ラケットテニス（短期教室：小学生対象）・バドミントン（通年：小・中学生対象）
・野球（通年：小学生対象）　※小学校部活動より、社会体育へ

３．所在地　〒869-5603　葦北郡津奈木町大字岩城1588番地1（教育委員
会内）

４．ＴＥＬ/ＦＡＸ　0966-78-5400/0966-68-4945
　  メールアドレス　takemoto@town.tsunagi.lg.jp（担当：竹本昌広）

◇田迎地域スポーツクラブ
１．クラブ紹介
　平成27年2月11日、田迎・田迎西校区を対象として、熊本県サッカー協会
の支援を受けて発足した総合型スポーツクラブです。会員はキッズサッカー
（54名）、ミニバレーボール（9名）、役員が15名と指導員が5名います。
　熊本地震の影響で会員確保が難しい状況ですが、地域復興の一環として、
スポーツを通しての住民の元気づくりに貢献したいと思っています。

２．活動プログラム
　・キッズサッカー・ミニバレーボール
３．所在地　〒862-0963熊本市南区出仲間7-3-6
４．ＴＥＬ/ＦＡＸ　096-378-4994
　  メールアドレス：dha713775@lup.bbiq.jp（担当：石原輝捷）

◇火の君スポーツクラブ
１．クラブ紹介
　クラブ発足から2年目に入り、これからという矢先に、地震により予定が全
部狂ってしまいました。
　指導者も、会員も皆被災しており、またスタッフも甚大な被害を受けていて
なかなか活動もままなりませんでした。
　でも、今少しずつプログラム種目も再開しています。
　今年度を何とか乗り切り、次年度に向けてスムーズに運営ができるように、
協力しながら考えていきたいと思っています。久々に見る会員の方の笑い顔
に救われています。

２．活動プログラム
【子ども】剣道・サッカー・体操・バドミントン・バレー
【大　人】剣道・ミニバレー・バドミントン　

３．所在地　〒861-4204　熊本市南区城南町宮地1050（福祉センター内）
４．ＴＥＬ/ＦＡＸ　0964-27-5666
　  メールアドレス　hinokimisc@gmail.com（担当：前田由美子）

◇嘉島町総合型地域クラブ
１．クラブ紹介
　嘉島町総合型地域クラブは「子どもたちの健全育成」「高齢者の生きがいづくり」「地
域のコミュニティづくり」を目的とし、平成２８年３月に設立しました。
　「嘉島町を元気にしたい！」クラブ設立のいちばんの願いです。
・誰もが生涯にわたってスポーツや文化活動を楽しむことができる「場」
・健康志向に対する活動の「場」
を地域につくり、嘉島町のみなさんが世代を超えてつながることができる、コミュニティ
づくりを目指します。

２．活動プログラム
※平成２８年度は震災の為、全プログラムを中止。
【開催予定プログラム】ジュニアサッカー（低学年・高学年）・ジュニアバレーボール・キッズバ
レーボール・バドミントン・ちびっこサッカー・太極柔力球・ピンポン・キッズ野球・バスケットボー
ル基礎・エンジョイビーチバレー・フィットネスクラブ入門・b-fit健康教室　全１３教室

３．所在地　〒861-3106　上益城郡嘉島町上島545　嘉島町教育委員会　社会教育課内
４．ＴＥＬ/ＦＡＸ　096-237-0058／096-237-1299
     メールアドレス　sougougata@outlook.jp
５．ホームページＵＲＬ　http://kps-y.sakura.ne.jp/sougougata/（担当：内野敦子）

　平成28年６月12日（日）にホテル熊本テルサで開催しました。
　講演Ⅰでは、熊本県出身の吉井　泉 氏（大阪府立大学 高等教育推進機構 健康科学 准教授）が、
「スポーツの指導方法について　～スポーツ指導に生かすスポーツビジョン～」、講演Ⅱでは、本会
スポーツ医科学専門委員会トレーナー部会員の柏木　正勝 氏（帝京大学福岡医療技術学部）が、「成
長期のスポーツ傷害とその対応」について、プレゼンテーションを行いました。

　104名の公認スポーツ
指導者が参加し、日頃の
指導に役立てようと真剣
に耳を傾けるとともに、
講演後の活発な質問な
ど、熱意溢れる研修会と
なりました。

熊本県スポーツ指導者研修会平成28年度

　7月2日（土）から7月5日（火）までの4日間、大韓民国忠清南道におい
て、2016年日韓スポーツ交流事業「第32回日韓親善スポーツ交流大会」
（公益財団法人熊本県体育協会・忠清南道体育会主催）を開催しました。
　熊本県からは、松尾団長（本会副会長）以下、本部役員及びラグビーフッ
トボール競技の選手（高校生男子）・指導者の総勢20名を韓国・忠清南道へ
派遣しました。
　7月3日（日）には、天安市「壇国大学競技場」で競技会を実施し、熱戦が展
開されました。本県の高校選抜代表チームは、韓国の代表チーム天安五城高等
学校に対して31－17で勝利し、韓国トップレベルの選手との
対戦や合同練習を通じて充実した交流大会となりました。
　熊本県選手団一行は、3日目に忠清南道の各都市で見学研
修等も行い、両国の友好親善を深めるとともに、多くの交流
を育みました。

第32回日韓親善スポーツ交流大会

　

吉井　泉 氏 柏木　正勝 氏 研修会の様子
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2019年にラグビーワールドカップが開催されるうまかな･
よかなスタジアムの視察を行い、熊本県スポーツ振興事業
団職員から説明をしていただきました。

長洲にこにこクラブへの
視察では、クラブ会員と
ともに「健康体操」を
体験しました。

2016年 日独青少年指導者セミナー
（日本スポーツ少年団主催事業）

　日本スポーツ少年団とドイツスポーツユーゲントによる主催事業として、「日独両国の青少年指導者が相互
に交流し、両国の理解と交流を深め、青少年指導者の資質向上と、両国間における青少年交流の発展を図る」
ことを目的に「２０１６年 日独青少年指導者セミナー」が開催されました。
　本事業は、「日本スポーツ少年団指導者のドイツへの派遣」と「ドイツスポーツユーゲント指導者の日本受
入」が隔年で行われ、日本受入では輪番制により都道府県が受け入れております。
　今年度は、ドイツスポーツユーゲントから７名の指導者が１１月６日（月）から18日（金）の期間に来日し、１１
月８日（火）から１２日（土）まで熊本県で受け入れました。
　ドイツからは、ドイツスポーツユーゲント国際交流委員の団長をはじめ、各州のスポーツ組織の事務局員の
方々が来日しました。

　受入プログラム
　１日目：熊本県来遊、県民総合運動公園 視察、熊本城･桜の馬場城彩苑 見学、歓迎会

　２日目：長洲にこにこクラブ 視察、Ａ-lifeなんかん･南関第二小学校 視察

　３日目：うとスポーツクラブ 視察、御船町恐竜博物館 見学

　４日目：クラブおおづ 視察、クラブきくよう 視察、少林寺拳法熊本東スポーツ少年団 視察

　５日目：鹿児島県へ移動

Ａ-lifeなんかん･南関第二小学校への
視察では、Ａ-lifeなんかんがスポーツ
庁から委託を受け、南関第二小学校へ
指導者を派遣している事業として、
小学１年生の体育の授業を視察しました。
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　１日目：熊本県来遊、県民総合運動公園 視察、熊本城･桜の馬場城彩苑 見学、歓迎会
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　５日目：鹿児島県へ移動

Ａ-lifeなんかん･南関第二小学校への
視察では、Ａ-lifeなんかんがスポーツ
庁から委託を受け、南関第二小学校へ
指導者を派遣している事業として、
小学１年生の体育の授業を視察しました。

うとスポーツクラブへの視察では、クラブ会員とともに
「貯筋運動」を体験しました。

御船町恐竜博物館を見学。その後、上益城郡の被災状況を
見学しました。

クラブおおづへの視察では、ノルディックウォーキング体験と
大津町総合運動公園の施設見学をしました。

少林寺拳法熊本東スポーツ少年団への視察では、団員とともに
修練に参加。練習後は、団員の演武の披露と交流を行いました。

クラブきくようへの視察では、
クラブ会員とともに
「フラダンス」を体験しました。
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免税募金協賛企業・団体
（株）肥後銀行
（株）雇用促進事業会
肥後銀行　徒然の会
熊本県遊技業協同組合
（株）熊本銀行
（株）鶴屋百貨店
（株）熊本日日新聞社
（株）サンワード
（医社）寿量会　熊本機能病院
（一社）熊本県建設業協会
（一社）熊本県測量設計コンサルタンツ協会
（株）ヒライ
（株）シアーズホーム
（株）フタバ
熊本空港ビルディング（株）
オムロンリレーアンドデバイス（株）
（学）君が淵学園　崇城大学
金峰会グループ
（株）うまかな・よかなホールディングス
（株）どんどんライス
（株）熊本放送
アイ・ウッド（株）
（株）テレビ熊本
（株）えがお
熊本養鰻漁業協同組合
（株）再春館製薬所
九州電力（株）熊本支社
（医）佳朋会　脳神経外科小林クリニック
（医）愛育会　福田病院
（公社）熊本県薬剤師会
（公社）熊本県医師会
（一財）化学及血清療法研究所
（有）瀬戸口孵化場
（株）ＳＹＳＫＥＮ
（株）セルモ
（株）熊本県民テレビ
（株）黒潮市場
（株）電通九州熊本支社
（株）早稲田スクール
（株）イシヌキ
西日本電信電話（株）熊本支店
西部ガス（株）熊本支社
熊本酸素（株）
高橋酒造（株）
コカ・コーラウエスト（株）
ホテル日航熊本
ハヤカワスポーツ
あつまる阿蘇赤水ゴルフ倶楽部
九州中央リハビリテーション学院
（株）大劇
（株）熊本リビング新聞社
熊本県グラウンド・ゴルフ協会
熊本県自転車競技連盟
ホワイト歯科
（一財）熊本公徳会
（一社）熊本県解体工事業協会
（一社）熊本都市建設業協会
（有）サンマルク
（株）ハウディ
（株）杉養蜂園
（株）リフティングブレーン
（株）熊日会館
（株）ナースパワー人材センター
（株）パブリックビジネスジャパン
（株）総合プラント
（株）上野商事
（株）エコポート九州
ジョウツー（株）
宝興業（株）
肥銀カード（株）
熊日都市圏販売（株）
西日本電工（株）
熊本日産自動車（株）
とんかつ勝烈亭
熊本日日新聞販売店協同組合
熊本県果実農業協同組合連合会
熊本県住宅メーカー協議会

（医）藤浪会　井上整形外科クリニック
（医）熊本丸田会　熊本整形外科病院
（一社）熊本県歯科医師会
（一社）熊本県宅地建物取引業協会
（一財）熊本県スポーツ振興事業団
（株）レイメイ藤井
（株）キューネット
（株）九電工　熊本支店
（株）ＴＥＡＭ
（株）熊日輸送センター
（株）イワイホーム
（株）中九州クボタ
（株）体育堂
大成建設（株）熊本営業所
熊本交通運輸（株）
熊本朝日放送（株）
九州警備保障（株）
熊本県信用金庫協会
ＲＫＫコンピューターサービス
あつまるレークカントリークラブ
ＪＴＢ協定旅館ホテル連盟熊本支部
（学）熊本学園　熊本学園大学
（株）前田産業
（株）アネシス
熊本県卓球協会
（医）朝日野会　朝日野総合病院
（税）未来税務会計事務所
（一社）熊本県造園建設業協会
（一社）熊本県優良住宅協会
（有）村田工務店
（株）熊本ホテルキャッスル
（株）百花園
（株）エフエム熊本
（株）ＴＫＵヒューマン
（株）ＫＩＳ
（株）ヒューマン
（株）清永宇蔵商店
（株）泗水社
（株）熊日広告社
アサヒビール（株）熊本支社
城南観光（株）
肥後商事（株）
肥銀リース（株）
九州産業交通ホールディングス（株）
櫻井精技（株）
原田木材（株）
らくのうマザーズ
熊本県経済農業協同組合連合会
熊本県私立中学高等学校協会
（学）開新学園　開新高等学校

熊本県体育協会公益
財団
法人

表記のほかに個人３９件と企業・団体の５万円未満111件の御協力をいただいております。

熊本県体育協会公益
財団
法人

〒861-8012　熊本市東区平山町2776　県民総合運動公園陸上競技場内
［TEL］096-388-1581 ［FAX］096-388-1584
［E-mail］main@kumamoto-sports.or.jp
http://kumamoto-sports.or.jp/


