
平成２７年度事業報告 
１．会議事業 

（１）評議員会 

①第１回 

【日 時】５月３１日(日)10：30～11：30 

【場 所】熊本市中央公民館４階第１研修室 

【出席者】３６人 

【議 題】・第１号議案 理事の交代について 

・第２号議案 平成２６度事業報告について 

・第３号議案 平成２６年度決算報告について 

・第４号議案 第６回県内クラブ交流大会について 

   ②第２回 

   【日 時】２月２７日（土）10：30～11：30 

   【場 所】県民総合運動公園陸上競技場内１階104・105 

   【出席者】３９人 

【議 題】・第１号議案 平成２８年度事業計画（案）について 

・第２号議案 平成２８年度予算（案）について 

・第３号議案 第７回県内クラブ交流大会について 

・第４号議案 平成２８・２９年度役員選出について 

（２）理事会 

①第１回 

【日 時】５月１４日（木）18:00～19：00 

【場 所】県民総合運動公園陸上競技場内１階１１３会議室 

【出席者】１１人 

【議 題】・理事の交代について 

・平成２６年度事業報告（案）について 

・平成２６年度決算（案）について 

・平成２７年度研修会の開催について 

・第６回県内クラブ交流大会について 

・国・関係機関への提言について 

②第２回 

【日 時】８月６日（木)18:00～19:30 

【場 所】県民総合運動公園陸上競技場内１階１１３会議室 

【出席者】１５人 

【議 題】・第６回県内クラブ交流大会について 

・SC全国ネットワークの取り組み「オリンピックデー等におけるアピー 

ル事業」について 

・九州ブロッククラブネットワークアクションの開催について 

・くまもと・高齢者や障害者にやさしいまちづくり推進協議会委員の 

推薦について 

③第３回 

【日 時】１０月１７日（土)15:30～16：40 

【場 所】宇土市民体育館コミュニティルーム 

【出席者】１３人 

【議 題】・平成２８年度事業計画及び予算について 

・九州ブロッククラブネットワークアクションの開催について 

・平成２８・２９年度役員改選について 



④第４回 

【日 時】１月２８日（木)18:00～19:40 

【場 所】県民総合運動公園陸上競技場内１階１１３会議室 

【出席者】１６人 

【議 題】・平成２８年度新規加入クラブについて 

・平成２８年度事業計画（案）について 

・平成２８年度予算（案）について 

・第７回県内クラブ交流大会について 

・平成２８・２９年度役員推薦について 

・九州ブロッククラブネットワークアクションの開催について 

・情報共有ツールについて 

（３）常任委員会 

①第１回 

【日 時】４月１６日(木)18:00～19:30 

【場 所】県民総合運動公園陸上競技場 

【出席者】５人 

【議 題】・理事の交代について 

・平成２６年度事業報告（案）について 

・平成２６年度決算（案）について 

・平成２７年度研修会の開催について 

・第６回県内クラブ交流大会について 

②第２回 

【日 時】６月２５日(木)18:00～19:30 

【場 所】県民総合運動公園陸上競技場 

【出席者】６人 

【議 題】・平成２７年度研修会の開催について 

・SC全国ネットワークの取り組み「オリンピックデー等におけるアピ 

ール事業」について 

・九州ブロッククラブネットワークアクションの開催について 

③第３回 

【日 時】１０月１日(木)18:00～19:00 

【場 所】県民総合運動公園陸上競技場 

【出席者】５人 

【議 題】・平成２８年度事業計画及び予算について 

・九州ブロッククラブネットワークアクションの開催について 

・平成２８・２９年度役員改選について 

・情報共有のツールについて    

④第４回 

【日 時】１２月１７日(木)18:00～19:30 

【場 所】県民総合運動公園陸上競技場 

【出席者】６人 

【議 題】・平成２８年度新規加入クラブについて 

・平成２８年度事業計画（案）について 

・平成２８年度予算（案）について 

・平成２８・２９年度役員推薦について 

・九州ブロッククラブネットワークアクションの開催について 

・情報共有ツールについて 



２．県内クラブ交流大会事業 

 （１）実行委員会 

①第１回 

【日 時】４月２５日(土)16:30～17:30 

  【会 場】宇土市民体育館「大会議室」 

  【出席者】２０人 

  【議 題】・第６回県内クラブ交流大会実行委員会委員について 

・第６回大会役員（案）について 

・第６回県内クラブ交流大会実施要項及び競技別実施要項（案）に 

ついて 

②第２回 

  【日 時】１０月１７日(土)14:00～15:00 

  【会 場】宇土市民体育館「コミュニティルーム」 

  【出席者】２４人 

  【議 題】・第６回県内クラブ交流大会の概要について 

・参加クラブ留意事項等について 

・実行委員、スタッフ要領について 

③第３回 

  【日 時】１２月５日（土）16:00～17:00 

  【会 場】宇土市民体育館「コミュニティルーム」 

  【出席者】２７人 

  【議 題】・第６回県内クラブ交流大会の競技成績について 

・今大会を振り返って 

（２）主管ブロック会議 

  ①第１回 

  【日 時】７月１１日（土）14:00～16:00 

  【場 所】宇土市民体育館「コミュニティルーム」 

  【出席者】２４人 

  【議 題】・参加意向調査の結果について 

・各種目別実施要項の確認 

・今後のタイムスケジュールについて 

・オリンピックデー等におけるアピール事業について 

②第２回 

   【日 時】９月２６日（土）14:00～16:00 

  【場 所】宇土市民体育館「コミュニティルーム」 

【出席者】２２人 

  【内 容】・交流大会申込み状況について 

・準備物リストの確認について 

・午後の種目に係る進行・招集・準備・記録等の役員配置について 

・各種目の役員配置や組み合わせについて 

・前日準備について 

③第３回 

  【日 時】１０月３１日（土）14:00～16:00 

【場 所】宇土市民体育館「コミュニティルーム」 

【出席者】２１人 

  【議 題】・第６回県内クラブ交流大会の運営について 

 



（３）前日準備・リハーサル 

  【日 時】１１月２１日（土）13:00～17:00 

  【場 所】宇土市民体育館 

（４）第６回県内クラブ交流大会の開催 

  【日 時】１１月２２日（日）9:00～15:30 

  【場 所】宇土市民体育館、グラウンド、周辺コース、市民ひろば 

【内 容】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、東京オリンピック・パラリンピック関連 

ＰＲブース、囲碁ボール・シャッフルボード体験コーナー、健康相談 

ブース、じゃんけん王者決定戦、宅配便リレー 

【参加者】３９クラブ 約１，０００人 

 

３．研修会事業 

(１)熊本県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会研修会 

【日 時】９月５日(土)13：00～17：30 

【場 所】熊本市役所１４階 

【参加者】１３０人 

【内 容】未来を担う子どものよりよいスポーツ環境を求めて 

・講演「学校運動部活動と総合型地域スポーツクラブの連携・融合の可 

能性～そのためのマネジメント課題とは～」 

講師 大分大学教育福祉科学部 教授 谷口勇一 氏 

        ・ワークショップ／パネリスト

熊本県教育庁教育指導局体育保健課主幹兼学校体育係長 水野保彦 氏 

熊本県小学校体育連盟理事長 竹原崇文 氏 

熊本市観光文化交流局スポーツ振興課参事 古賀義久 氏 

ＤＲＥＡＭ火流クラブマネジャー 北園武広 氏 

 

４．講演会 

（１）総合型地域スポーツクラブ全国協議会幹事長講演会 

   【日 時】６月７日（日）13:00～15:00 

  【場 所】大津町オークスプラザ２階 ふれあいホール 

  【参加者】５０人 

  【内 容】講演者 総合型地域スポーツクラブ全国協議会 幹事長 桑田健秀 氏 

テーマ 「クラブ育成プラン２０１３と総合型クラブの展望」 

 

５．ブロック別事業 

（１）北ブロック 

   ①第１回連絡調整会議 

   【日 時】５月１２日（火）19:30～21:00 

   【場 所】大津町オークスプラザ 研修室 

   【参加者】１０クラブ 

   【内 容】・北ブロック交流会について 

        ・理事の変更について 

   ②交流会 

   【日 時】６月７日（日）10:00～13:00 

   【場 所】大津町オークスプラザ２階 ふれあいホール 

   【参加者】５０人 



   【内 容】「SNSを活用した情報発信」＆「ランチミーティング」 

  ③第２回連絡調整会議 

   【日 時】１０月２９日（木）19:30～21:00 

   【場 所】大津町オークスプラザ 研修室 

   【参加者】８クラブ 

【内 容】・第６回県内交流クラブ大会について 

     ・平成２８年度 研修会について 

     ・平成２８年度事業計画について 

     ・役員改選について 

   ④第３回連絡調整会議 

   【日 時】３月９日（水）19:30～21:00 

   【場 所】大津町オークスプラザ 研修室 

【参加者】１１クラブ 

【内 容】・第７回県内クラブ交流大会について 

     ・平成２８年度研修会について 

     ・北ブロック研修会について 

     ・各クラブの進捗状況 

 

  （２）中央ブロック 

   ①第１回連絡調整会議 

   【日 時】６月１８日（金）19：30～20：30 

   【場 所】熊本市役所１１階会議室 

【参加者】１９クラブ 

【内 容】・平成２７年度予算について 

     ・平成２７年度中央ブロック事業計画について 

     ・熊本県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会研修会について 

      ②第２回連絡調整会議 

   【日 時】８月２０日（金）19：00～20：00 

【場 所】熊本市役所 別館２階 

【参加者】１８クラブ 

【内 容】・平成２７年度予算について 

     ・第６回県内クラブ交流大会について 

     ・中央ブロック交流会について 

③第３回連絡調整会議 

【日 時】１０月２０日（金）19:15～20:00 

【場 所】熊本市役所４階会議室 

【参加者】１９クラブ 

【内 容】・平成２７年度県内クラブ交流大会について 

     ・次期（平成２８・２９年度）理事候補者の推薦について 

     ・第７回県内クラブ交流大会について 

     ・九州クラブネットワークアクションの開催について 

     ・facebookの活用について 

     ・中央ブロック交流会について 

④第４回連絡調整会議 

【日 時】１月２２日（金）19:30～20:30 

【場 所】熊本市役所４階モニター室 

   【参加者】１９クラブ 



   【内 容】・平成２７年度中央ブロック交流会について 

        ・平成２８・２９年度理事について 

        ・第７回県内クラブ交流大会について 

        ・九州ブロッククラブネットワークアクションの開催について 

   ⑤中央ブロック交流会 

   【日 時】１月３１日（日）9:30～11:30 

   【場 所】浜線健康パーク 

【参加者】２１８人（子ども・一般） 

【内 容】・ロアッソサッカークリニック 

⑥第５回連絡調整会議 

【日 時】３月２８日（月）19:00～20:00 

【場 所】熊本市役所４階モニター室 

【参加者】１５クラブ 

【内 容】・平成２８年度ブロック理事について 

     ・第７回県内クラブ交流大会について 

（３）南ブロック 

  ①第１回連絡調整会議 

  【日 時】４月１８日（土）14：00～16：00 

  【場 所】宇土市民体育館コミュニティルーム 

  【参加者】１４クラブ 

  【内 容】・南ブロック交流会について 

      ・第６回県内クラブ交流大会について 

   ②交流会 

   【日 時】６月１３日（土）13:30～16:30 

   【場 所】不知火体育館 

   【参加者】４０人 

【内 容】・南ブロック会議 

     ・キンボール大会 

③第２回連絡調整会議 

【日 時】１２月５日（土）14:00～15:30 

【場 所】宇土市民体育館コミュニティルーム 

【参加者】１６クラブ 

【内 容】・第６回県内クラブ交流大会を振り返って 

     ・役員改選（推薦）について 

 

５．その他 

（１）SC全国ネットワーク関連 

  ①九州ブロッククラブネットワークアクション2015実行委員会 

【日 時】７月１０日(金)13:30～17:00 

【場 所】大分市営陸上競技場 

  【出席者】亀井昭一、永田好文、太田黒尚子 

  【内 容】・九州ﾌﾞﾛｯｸｸﾗﾌﾞ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 

【日 時】１１月７日(土)～８(日) 

【場 所】ホルトホール大分 

  【出席者】亀井昭一、永田好文、太田黒尚子 

  【内 容】・全体会テーマ「クラブ運営の現状と課題～仲間に話そう、失敗談～」 



  ③SC全国ネットワーク総会 

  【日 時】３月２日（水） 

  【場 所】シダックスホール 

  【出席者】亀井昭一 

  【内 容】・平成２８年度公益財団法人日本体育協会 総合型地域スポーツクラブ 

育成事業計画（案）について 

       ・SC全国ネットワーク 平成２８年度の取り組み（案）について 

（２）その他 

①くまもと高齢者や障害者にやさしいまちづくり推進協議会 

  【日 時】１０月２８日（水）10：00～11：00 

   【場 所】ホテル熊本テルサ 

   【出席者】徳永恵子 

   【内 容】・会長・副会長の選出について 

・第３期「熊本県やさしいまちづくり推進計画」の進捗状況及び重点プ 

ロジェクトの実施状況について 

・関係団体の取り組みについて 

・次期計画の策定について 

   ②くまもと元気アップアソシエイツ 

   【日 時】２月９日(火)13：30～16：40 

   【場 所】水前寺共済会館グレーシア 

【出席者】長田政敏 

【内 容】・本年度事業報告 

・講話「平成27年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果及び地域 

や各学校での取組の視点について」 

        ・報告「体力向上モデル地域、対象校等の取組報告」 


