
平成３０年度事業報告 
１．会議事業 
（１）評議員会 

【日 時】６月２３日（土）午前１０時３０分～午前１１時３０分 
【場 所】ウイングまつばせ「視聴覚室」 
【出席者】４１人 
【議 題】・平成２９年度事業報告について 

・平成２９年度決算について 
・平成３０年度事業計画について 
・平成３０年度予算について 
・県内クラブ交流大会について 
・今こそ絆！復興事業の実施について 
・平成３０・３１年度役員選出について 

（２）理事会 
①第１回 
【日 時】５月２１日（月）午後６時～７時 
【場 所】くまもと県民交流館パレア１０階「会議室６」 
【出席者】１３人 
【議 題】・提言「今後の地域スポーツ体制の在り方について―ジュニアスポーツを 

中心として―」（中間まとめ）に対する意見について 
・平成２９年度事業報告（案）について 
・平成２９年度決算報告（案）について 
・県内クラブ交流大会について 
・SCS研修会について 
・今こそ絆！復興事業の実施について 
・平成３０・３１年度役員（案）について 

②第２回 
【日 時】８月２４日（金）午後６時から午後７時３０分 
【場 所】県民総合運動公園陸上競技場内１階会議室１１４ 
【出席者】１３人 
【議 題】・2019・2020年度本県代表委員の推薦及び九州ブロック常任幹事の任期と 

役割について 
・今こそ絆！復興事業の実施について 
・平成３１年度の事業について 

③第３回 
【日 時】１１月５日（月）午後６時から午後７時３０分 
【場 所】県民総合運動公園陸上競技場内１階会議室１１４ 
【出席者】１３人 
【議 題】・2019・2020年度本県代表委員の推薦及び九州ブロック常任幹事の任期と 

役割について 
・今こそ絆！復興事業の実施について 
・平成３１年度の事業について 

④第４回 
【日 時】３月１５日（金）午後６時～午後７時２０分 
【場 所】熊本市国際交流会館４階「第１会議室」 
【出席者】１３人 
【議 題】・平成３１年度事業計画（案）、予算（案）について 

・第８回県内クラブ交流大会の募金の使途について 
・九州ブロッククラブネットワークアクション2018inくまもとに係る積 
 立金について 
 



（３）常任委員会 
①第１回 
【日 時】４月１６日（月）午後６時から午後８時３０分 
【場 所】県民総合運動公園陸上競技場内２階会議室 
【出席者】７人 
【議 題】・提言「今後の地域スポーツ体制の在り方について―ジュニアスポーツを 

中心として―」（中間まとめ）に対する意見について 
・平成２９年度事業報告（案）について 
・平成２９年度決算報告（案）について 
・県内クラブ交流大会について 

 ・SCS研修会について 
・今こそ絆！復興事業の実施について 
・平成３０・３１年度役員（案）について 

②第２回 
【日 時】９月２８日（金）午後４時から午後５時３０分 
【場 所】合志市総合センターヴィーブル２階「研修室２、３」 
【出席者】６人 
【議 題】・2019・2020年度本県代表委員の推薦及び九州ブロック常任幹事の任期と 

役割について 
・今こそ絆！復興事業の実施について 
・平成３１年度の事業について 

③第３回 
【日 時】１月２５日（金）午後４時３０分～午後６時１０分 
【場 所】合志市総合センターヴィーブル２階研修室 
【出席者】７人 
【議 題】・平成３１年度事業計画（案）について 

・平成３１年度予算（案）について 
 
２．第８回県内クラブ交流大会 
（１）第８回県内クラブ交流大会実行委員会 

①第１回実行委員会（発足式） 

  【日 時】９月２８日（金）午後６時～午後７時 
  【会 場】合志市総合センターヴィーブル    

【内 容】・第８回県内クラブ交流大会実行委員会委員について 
・第８回県内クラブ交流大会役員（案）について 

・第８回県内クラブ交流大会実施要項（案）及びブース別実施要項（案） 
について 

②第２回実行委員会 
 【日 時】１月２５日（金）午後６時３０分～午後７時３０分 

  【会 場】合志市総合センターヴィーブル 
 【内 容】・参加クラブの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回実行委員会（解散式） 

 【日 時】２月２２日（金）午後６時３０分～午後７時３０分 
 【会 場】くまもと県民交流館パレア１０階「会議室７」 

 【内 容】・大会成績報告 
・大会を振り返って 

（２）主管ブロック会議 
  ①第１回主管ブロック会議 

  【日 時】９月１０日（月）午後７時３０分～午後９時 



  【場 所】光の森町民センターキャロッピア 

  【内 容】・第８回県内クラブ交流大会について 
・その他連絡・情報提供など 

②第２回主管ブロック会議 
 【日 時】１１月２７日（火）午後６時３０分～午後８時３０分 

 【場 所】合志市総合センターヴィーブル 
 【内 容】・第８回県内クラブ交流大会について 

・その他連絡・情報提供など 
③第３回主管ブロック会議 

 【日 時】２月８日（金）午後６時３０分～午後８時３０分 
【場 所】合志市総合センターヴィーブル 

 【内 容】・第８回県内クラブ交流大会について 
(３)前日準備・リハーサル 

  【日 時】２月１５日（金）午後５時～午後７時３０分 
 【場 所】合志市総合センターヴィーブル 

  【対応者】実行委員約２０名 
(４)第８回県内クラブ交流大会の開催 

  【日 時】２月１６日（土）午前９時３０分～午後４時 
【内 容】熊本県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会加入クラブが一同に会し、 

スポーツ大会を通じた交流を行う。県内を３ブロックに分け、会場を持 
ち回りで開催しており、今回が第８回目の開催となる。 

【場 所】合志市総合センターヴィーブル 
【主 催】公益財団法人熊本県体育協会、熊本県総合型地域ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ連絡協議会 

【主 管】第８回県内クラブ交流大会北ブロック実行委員会 
【内 容】体験ブース（車いすバスケ、パルクール、ボルダリング、エアトランポ 

リン、スポーツ吹き矢、ローリーボール、トランポリン）、発表ブース（ダ 
ンスや演武の発表）、復興ブース（熊本地震に係るパネル展、DVD上映会、 

チャリティーフリーマーケット） 
【参加者】３０クラブ 約４００人 

 
３．今こそ絆！復興事業 
(１)ブロック別復興事業補助事業（中央ブロック） 

【実施日】９月１５日（土）午前１０時３０分～正午 
【場 所】秋津中央公園仮設団地みんなの家 
【参加者】仮設団地（大人１０人、子ども５）中央ブロック１０ 
【内 容】仮設団地の皆さんと一緒に、健康体操、復興玉入れ、輪投げ、ダーツを 

ゲーム形式で楽しんだ。仮設団地の皆さんに、ダーツ、輪投げを寄贈し、 
集会所で利用してもらうことにした。 

(２)研修会「クラブ理念をアクションに！クラブを次世代につなぐ」 
【日 時】９月１日（土）午後１時から午後５時 
【場 所】植木文化センター「多目的ホール」 
【参加者】５３人 
【内 容】・演題 「熊本地震は突然に！その時学校は・・・」 

講師 山都町教育長 井手文雄 氏（益城町立広安西小学校前校長） 
・「クラブの課題の検証、課題解決に向けたグループワーク  

(３)復興イベント「発表ブース」「チャリティフリーマーケット」 
【日 時】２月１６日（土）午前９時３０分～午後３時 
【場 所】合志市総合センターヴィーブル「文化ホール」 
【参加者】発表ブース出場 １４チーム 



     チャリティフリーマーケット 担当：クラブ南阿蘇 
【内 容】・発表ブース 

熊本地震で被災して約2年間閉鎖されていた文化会館が、今年度5月より 
やっと再稼働した。今回初の試みとして、復興を記念すると共にこれか 
らの発展を願って、発表ブースを設けた。 
日頃から活動しているクラブ会員の練習の成果を披露いただき、その元 
気な発表を見ることで、参加した方々に笑顔を届け、次のステージへの 
ステップとする場となった。 

     ・チャリティフリーマーケット 
      クラブ南阿蘇の「縫い縫いクラブ」の皆さんが、熊本地震の支援物資な 

どを材料に作成した様々なグッズを参加者に販売し、その売り上げの全 
額（３６，３７８円）を福岡県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会を 
通じて、平成３０年７月豪雨被災地に支援金として送金した。 

 
４．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】４月２４日（火）午後７時３０分～午後９時４５分 
  【場 所】光の森町民センター「キャロッピア」会議室 
  【参加者】１２人（１６クラブ） 

【内 容】・平成２９年度第４回理事会の報告 
・ブロック交流会開催について 
・第８回県内交流大会開催について 
・九州ブロッククラブネットワークアクション2018inくまもとの開催に 

        ついて 
・各クラブの進捗状況・情報提供など 

②交流会 
【日 時】６月２日（土）午前１０時〜正午 
【場 所】大津町総合体育館メインアリーナ 
【参加者】３６人 
【内 容】・アクティブアダルトプログラム（ＡＣＰ研修） 
③第２回連絡調整会議 
【日 時】７月９日（火）午後７時３０分〜午後９時１０分 

  【場 所】光の森町民センター（キャロッピア）会議室 
  【参加者】１９人（１３クラブ） 
  【内 容】・第８回県内クラブ交流大会開催について 
 ④第３回連絡調整会議 
【日 時】１１月２２日（水）午後７時３０分〜午後９時３０分 

  【場 所】光の森町民センター（キャロッピア）会議室 
  【参加者】１６人（１２クラブ） 
  【内 容】・第８回県内クラブ交流大会開催について 
 ⑤第４回連絡調整会議 
【日 時】３月８日（金）午後７時～午後９時 

  【場 所】せんだいとなり 
  【参加者】１１人（１０クラブ）  
  【内 容】・第８回県内クラブ交流大会を振り返って 

・次年度研修会開催について 
・次年度ブロック交流会開催について 

       ・その他・情報提供など 
（２）中央ブロック 
  ①中央ブロック打ち合わせ会議 



  【日 時】５月８日（火）午後６時３０分～午後８時 
  【場 所】熊本市役所駐輪場８階会議室 

【参加者】２３人（２２クラブ） 
【内 容】・平成３０年度役員交代について 
     ・復興事業の実施について 
     ・県ＳＣＳ研修会について 
     ・九州ブロッククラブネットワークアクションについて 

  ②第１回連絡調整会議 
  【日 時】６月４日（月）午後６時３０分～午後８時 
  【場 所】熊本市役所１４階会議室 

【参加者】２２人（２２クラブ） 
【内 容】・県ＳＣＳ研修会について 
     ・ブロック別事業（交流会）について 
     ・熊本市小学校部活動について 

  ③第２回連絡調整会議 
  【日 時】８月１７日（金）午後７時～午後８時１０分 
  【場 所】熊本市役所駐輪場８階会議室 
  【参加者】２０人（２０クラブ） 
  【内 容】・県ＳＣＳ研修会について 
       ・復興事業について 
       ・中央ブロック交流会について 
  ④第３回連絡調整会議 
  【日 時】１０月１０日（水）午後６時～午後８時 
  【場 所】熊本市役所駐輪場８階会議室 

【参加者】２１人（２１クラブ） 
【内 容】・復興事業実施状況報告 

       ・スタッフ交流会報告 
       ・県内クラブ交流会の説明、意向調査の要請 
  ⑤熊本市全体交流会 
  【日 時】１０月２８日（日）午前９時～正午 
  【場 所】熊本市立力合小学校 

【参加者】１１９人（大人４１人、子ども７８人） 
【内 容】・ディスクゴルフとタグラグビーを実施 
     ・市内１０クラブが参加 

  ⑥第４回連絡調整会議 
  【日 時】１１月２６日（月）午後７時～午後８時 
  【場 所】熊本市役所駐輪場８階会議室 

【参加者】２１人（２１クラブ） 
【内 容】・九州ブロッククラブネットワークアクションの状況報告 
     ・登録・認証制度に係る情報提供 

       ・県内クラブ交流大会の意向調査の状況報告 
       ・全国会議の常任幹事について 
  ⑦第５回連絡調整会議 
  【日 時】１月１５日（火）午後６時３０分～午後７時３０分 
  【場 所】熊本市役所駐輪場８階会議室 

【参加者】１９人（１９クラブ） 
【内 容】・市育成フォーラムについて 
     ・とみあい総合型クラブ設立準備委員会について 
⑧第６回連絡調整会議 
【日 時】３月１８日（月）午後６時３０分～午後８時 

  【場 所】熊本市役所駐輪場８階会議室 



【参加者】２４人（２１クラブ） 
【内 容】・県ＳＣＳの新年度事業 

・2019年度県内クラブ交流大会、研修会について 
・クラブの登録・認証制度について 

       ・クラブの財源確保について 
（３）南ブロック 

①第１回連絡調整会議 
【日 時】５月１２日（土）午後２時～午後４時 

 【場 所】宇土市民体育館コミュニティルーム 
  【参加者】１９人（１８クラブ） 
   【内 容】・平成２９年度事業報告・決算報告について 

・平成３０年度事業計画（案）予算（案）について 
・南ブロック交流会について  
・平成３０・３１年度ＳＣＳ役員改選について 
・加入クラブ現状報告 

②交流会 
 【日 時】７月１５日（土）午後１時～午後５時 

   【場 所】津奈木町Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館（津奈木町運動公園内） 
 【参加者】約４０人 

   【内 容】・アクティブチャイルドプログラム講習 
     ・レクリエーション体験（カローリング・卓球バレー・室内ペタンク） 
     ・懇親会＆大抽選会 
③第２回連絡調整会議 
【日 時】１０月２０日（土）午前１０時３０分～正午 
【場 所】宇城市中央公民館会議室 
【参加者】１６人（１６クラブ） 
【内 容】・九州ブロッククラブネットワークアクション2018inくまもとについて 

・第８回県内クラブ交流会について 
・加入クラブ現状報告 

④第３回連絡調整会議 
【日 時】２月１１日（祝）午前１０時～正午 
【場 所】宇城市中央公民館会議室 
【参加者】１３人（１２クラブ） 
【内 容】・第９回県内クラブ交流会（南ブロック担当）について 

・新規の取組みについて 
・新たな財源確保の企画について 

 
５.九州ブロッククラブネットワークアクションinくまもとプロジェクト 
（１）スタッフミーティング 
 ①第６回 
  【日 時】４月１６日（月）午後４時～午後６時 

【場 所】県民総合運動公園陸上競技場内２階会議室 
  【参加者】スタッフ６人、事務局２人 
  【内 容】・九州ﾌﾞﾛｯｸｸﾗﾌﾞﾈｯﾄﾜｰｸｱｸｼｮﾝ 2018in くまもとの開催につい 
②第７回 

  【日 時】５月２１日（月）午後４時～午後５時５０分 
  【場 所】くまもと県民交流館パレア「パレアルーム」 
  【参加者】スタッフ７人、事務局２人 
  【内 容】・九州ﾌﾞﾛｯｸｸﾗﾌﾞﾈｯﾄﾜｰｸｱｸｼｮﾝ 2018in くまもとﾌﾟﾚｲﾍﾞﾝﾄ研修会について 
       ・九州ﾌﾞﾛｯｸｸﾗﾌﾞﾈｯﾄﾜｰｸｱｸｼｮﾝ 2018in くまもと実行委員会の開催について 

・九州ﾌﾞﾛｯｸｸﾗﾌﾞﾈｯﾄﾜｰｸｱｸｼｮﾝ 2018in くまもとの開催について 



 ③第８回 
  【日 時】７月６日（金）午前１１時～午後０時３０分 

【場 所】阿蘇プラザホテル「野火の間」 
【参加者】スタッフ６人、オブザーバー２人（西・岡田）、事務局２人 
【内 容】・九州ﾌﾞﾛｯｸｸﾗﾌﾞﾈｯﾄﾜｰｸｱｸｼｮﾝ 2018in くまもとの開催について 

・今後の九州ブロックについて本県からの提案事項について 
④第９回 

  【日 時】８月２４日（金）午後４時から午後５時４５分 
【場 所】県民総合運動公園陸上競技場内１階１１４会議室 
【参加者】スタッフ８人、事務局２人、オブザーバー２人 
【内 容】・九州ﾌﾞﾛｯｸｸﾗﾌﾞﾈｯﾄﾜｰｸｱｸｼｮﾝ 2018in くまもとの開催について 

⑤第１０回 
  【日 時】９月１４日（金）午後４時～午後６時 

【場 所】県民総合運動公園陸上競技場内２階会議室 
【参加者】スタッフ５人、事務局２人 

  【内 容】・九州ﾌﾞﾛｯｸｸﾗﾌﾞﾈｯﾄﾜｰｸｱｸｼｮﾝ 2018in くまもとの運営について 
⑥第１１回・事前打ち合わせ会 

  【日 時】１０月２９日（月）午後６時～午後７時３０分 
【場 所】県民総合運動公園陸上競技場内１階会議室１０７ 
【参加者】スタッフ８人、事務局２人 
【内 容】・趣旨説明 
     ・ブース毎の打ち合わせ（１～７） 
     ・確認事項等共有 

⑦第１２回 
  【日 時】１１月５日（月）午後４時～午後５時５０分 

【場 所】県民総合運動公園陸上競技場内１階１１４会議室 
【参加者】スタッフ７人、事務局２人、オブザーバー１人 
【内 容】・九州ﾌﾞﾛｯｸｸﾗﾌﾞﾈｯﾄﾜｰｸｱｸｼｮﾝ 2018in くまもとの運営について 

・九州ﾌﾞﾛｯｸｸﾗﾌﾞﾈｯﾄﾜｰｸｱｸｼｮﾝ 2018in くまもと実行委員会打ち合わせ及び 
終了後の反省会について 

⑧第１３回 
 【日 時】１２月１０日（月）午後５時３０分～午後７時 
 【場 所】くまもと県民交流館パレア９階「会議室５」 

  【内 容】・九州ﾌﾞﾛｯｸｸﾗﾌﾞﾈｯﾄﾜｰｸｱｸｼｮﾝ 2018in くまもとの実績報告について 
・九州ﾌﾞﾛｯｸｸﾗﾌﾞﾈｯﾄﾜｰｸｱｸｼｮﾝ 2018in くまもとの反省について 
・九州ﾌﾞﾛｯｸｸﾗﾌﾞﾈｯﾄﾜｰｸｱｸｼｮﾝ 2018in くまもとﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの解散について 

 
（２）プレイベント研修会の開催 
  【日 時】６月２３日（土）午後１時～午後５時 

【場 所】ウイングまつばせ「視聴覚室」 
【参加人数】７９人 
【内 容】パネルディスカッション「クラブ自慢～８つのテーマと特色ある取組～」 

①部活動の受け皿 
NPO 法人うとスポーツクラブ クラブマネジャー兼田裕明氏 
②イベント・プログラム 
 元気・夢クラブ 事務局 澤田誠治氏 
③復興支援 
 NPO 法人火の山スポーツクラブ クラブマネジャー 松本久義氏 
④障がい者スポーツ 
 ヴィーブル FUN クラブ 会長 坂田由美子氏 
⑤行政との連携・委託事業 



 NPO 法人上天草スポーツクラブドリームズ クラブマネジャー  濱崎優子氏 
⑥他団体との連携 
 I・YOU スポーツ＆カルチャークラブ 副会長 米原賢一氏 
⑦指導者養成・活用 
 やまが総合スポーツクラブ クラブマネジャー 井藤英俊氏 
⑧エリアネットワーク 
 山都ふれあいスポーツクラブ 会長 佐藤 剛氏 
◇全体ファシリテーター 
 ひかわスポーツクラブ クラブマネジャー 齋藤久允氏 

 
（３）九州ブロッククラブネットワークアクション 2018in くまもとの開催 
  【日 時】１１月１７日（土）午後１時～１８日（日）午後０時３０分 
  【場 所】阿蘇の司ﾋﾞﾗﾊﾟｰｸﾎﾃﾙ＆ｽﾊﾟﾘｿﾞｰﾄ「ﾌﾗﾜｰﾎｰﾙ」「ﾘﾊﾞﾃｨｰ A～F」 
  【参加者数】２２７人（来賓等込み） 
  【内 容】・共通ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ「障がい者スポーツ」 

演題：陸上三段跳び日本一から車いす陸上へ 
講師：株式会社祐和会 中尾有沙氏 

・オリジナルプログラムⅠ「研修」 
研修：緊急事態発生！あなたならどうする？運命のクロスロード 

         講師：ながすクロスロード研究会 徳永伸介氏 
        ・オリジナルプログラムⅡ「パネルディスカッション」 
         テーマ：クラブ経営における Good idea!Nice idea! 

会場名 ファシリテーター テーマ
第１セッション
（9：30～10：00）

第２セッション
（10：10～10：40）

第３セッション
（10：50～11：20）

龍田地域なかよしスポーツクラブ 「指導者養成・活用」 「人材育成、巻き込み力」 「若手人材の確保・活用」

やまが総合スポーツクラブ やつしろ総合型クラブ「リ・ボンズ」 湯前さわやかクラブだんだん

クラブマネジャー　井藤 英俊氏 会長　村上 久栄氏 事務局　工藤 陽平氏

DREAM火流 「部活動の受け皿」 「部活動の受け皿」 「子どもたちの活動環境」

NPO法人うとスポーツクラブ NPO法人長洲にこにこクラブ ＤＲＥＡＭ火流

クラブマネジャー　兼田 裕明氏 クラブマネジャー　橋垣 真美氏 理事長　北園 武広氏

NPO法人クラブおおづ 「命を救うタオル体操」 「笑顔がいっぱいプロジェクト」 「継続的な復興支援」

NPO法人火の山スポーツクラブ NPO法人スポレク・エイト NPO法人クラブおおづ

クラブマネジャー　松本 久義氏 クラブマネジャー　林田久美子氏 ゼネラルマネジャー　樋口秀一郎氏

高SPO 「さくら健康フェスタ」 「文化プログラム」 「大人気泥りんピック」

元気・夢クラブ クラブ南阿蘇 高SPO

事務局　澤田 誠治氏 指導者　河野 達氏 クラブマネジャー　楢木野秀徳氏

NPO法人クラブきくよう 「自前の施設『桜木ふれスポパーク』」 「ひよしの森グラウンドゴルフ場」 「公的施設の業務委託」

NPO法人桜木ふれあいスポーツクラブ 日吉地域総合型スポーツクラブ NPO法人クラブきくよう

クラブマネジャー　桝田 康代氏 会長　田中 誠一氏 クラブマネジャー　ニノ文昭子氏

ひかわスポーツクラブ 「障がい者へのプログラム」 「大人気パルクール」 「サマーチャレンジスクール」

ヴィーブルFUNクラブ いだてん玉名 ひかわスポーツクラブ

会長　坂田由美子氏 サブマネジャー　廣田 悦生氏 クラブマネジャー　齋藤 久允氏

NPO法人A-lifeなんかん 「行政との連携」 「近隣クラブとのエリアネットワーク」「民も官も巻き込んでひとづくり！まちづくり！」

NPO法人A-lifeなんかん 山都ふれあいスポーツクラブ I・YOUスポーツ＆カルチャークラブ

事務局長　西田 由実氏 クラブマネジャー　宮崎 玲子氏 副会長　米原 賢一氏

パネルディスカッション「クラブ経営におけるGooｄ idea！Nice idea！」発表クラブ一覧表

リバティーE

理事長

北園 武広氏

ゼネラルマネジャー

山田 健次氏

クラブマネジャー

齋藤 久允氏

クラブマネジャー

ニノ文昭子氏

ゼネラルマネジャー

斎藤 陽子氏

クラブマネジャー

楢木野秀徳氏

他団体との連携

副会長

西島 徹郎氏

復興事業

活動施設

特色ある事業

リバティーF

リバティーD

リバティーB

フラワーホール 人材育成・活用

部活動の受け皿

特色ある事業

リバティーA

リバティーC

 
 

 

 



 

（４）開催県オリジナル企画 

①家族サービス応援プランの実施 

  【日 時】１１月１７日（土）午後１時３０分～午後５時 

       １１月１８日（日）午前９時～正午 

  【内 容】クラブ南阿蘇のマイクロバス１台で、ツアーガイドをつけ、阿蘇郡市の 

観光地や熊本地震による被災地を巡った。 

  【参加者数】７人 

②エンディングアトラクション「益城わくわくスポーツクラブダンス」 

 【日 時】１１月１８日（日）正午～午後０時１０分 

  【内 容】 熊本地震の震源地であり被災地の益城町の総合型地域スポーツクラブ 

「益城わくわくスポーツクラブ」に依頼し、現在クラブのプログラムと 

して唯一活動しているダンスを発表いただいた。 

  【参加者数】益城わくわくスポーツクラブ会員３３名、指導者１名、保護者多数 

 

６．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2018実行委員会 

【日 時】７月６日（金）午後１時３０分～午後４時 
【場 所】阿蘇プラザホテル「草千里の間」 
【参加者】スタッフ６人、オブザーバー２人（西・岡田）、事務局２人 
【内 容】・九州ﾌﾞﾛｯｸｸﾗﾌﾞﾈｯﾄﾜｰｸｱｸｼｮﾝ2018inくまもとの開催に係る打ち合わせ 

・情報交換 
②SC全国ネットワーク総会 
 【日 時】２月２５日（月）午後１時～午後５時 
 【場 所】国立オリンピック記念青少年総合センター 

  【出席者】齋藤久允、太田黒尚子 
【内 容】・2019日本スポーツ協会総合型地域スポーツクラブ育成計画（案） 

・SC全国ネットワークの取組について（平成３０年度報告及び２０１９年 
度取組案） 
・2019・2020年度代表委員およびブロック代表常任幹事について 
・総合型クラブ登録・認証制度と中間支援組織について 

（２）やさしいまちづくり推進協議会 
①会議出席 
【日 時】１０月９日（木）午前１０時～午前１１時３０分 
【場 所】熊本県庁行政棟本館５階審議会室 

  【出席者】福山光子 
【内 容】・熊本県やさしいまちづくり推進指針の取組状況について（報告） 

・やさしいまちづくりウィークの実施について（協議） 
 ②やさしいまちづくりウィークへの協力 

【日 時】２月１６日（土）午前９時３０分～午後３時 
【場 所】合志市総合センターヴィーブル「メインアリーナ」 
【内 容】・第８回県内クラブ交流大会参加者に対して、やさしいまちづくり関連グ 
     ッズの配付や啓発ポスター掲示 


