
令和元年度（２０１９年度）事業報告 
１．会議事業 
（１）評議員会 

【日 時】６月２２日（土）午前１０時３０分～午前１１時４０分 
【場 所】ウイングまつばせ「視聴覚室」 
【出席者】評議員出席３３人、委任状２１人、理事９人、監事１人 
【議 題】第１号議案 本協議会役員の交代について 

第２号議案 平成３０年度事業報告について 
第３号議案 平成３０年度決算について 
第４号議案 令和元年度（２０１９年度）事業計画について 
第５号議案 令和元年度（２０１９年度）予算について 
第６号議案 県内クラブ交流大会について 
第７号議案 新規事業について 

（２）理事会 
①第１回 
【日 時】５月１８日（土）午後３時３０分～午後５時 
【場 所】御船町役場第二分庁舎 
【出席者】９人 
【議 題】・理事の交代について 

・次期理事改選の選出枠について 
・平成３０年度事業報告について 
・平成３０年度決算報告について 
・新規プロジェクトについて 

②第２回 
【日 時】８月１９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１１４ 
【出席者】１３人 
【議 題】・新規プロジェクトについて 
③第３回 
【日 時】１０月１９日（土）午後３時～午後４時４０分 
【場 所】御船町役場第二分庁舎 
【出席者】１３人 
【議 題】・令和２年度（２０２０年度）事業計画及び予算について 

・復興支援金の支出状況及び残金の使途について 
・イトメン収入及び今後の予定について 

④第４回（開催予定であったが中止し、文書決議） 
【日 時】３月１６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１１４ 
【出席者】理事１６人 
【議 題】・令和２年度事業計画（案）及び予算（案）について 

（３）常任委員会 
①第１回 
【日 時】４月２２日（月）午後６時～午後８時４０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】３人 
【議 題】・理事の交代について 

・次期理事改選の選出枠について 
・平成３０年度事業報告について 
・平成３０年度決算報告について 
・新規プロジェクトについて 
 



②第２回 
【日 時】７月２２日（月）午後６時～午後８時 
【場 所】県民総合運動公園陸上競技場内２階会議室 
【出席者】６人 
【議 題】・新規プロジェクトについて 
③第３回 
【日 時】９月３０日（月）午後６時～午後７時 
【場 所】県民総合運動公園陸上競技場内２階会議室 
【出席者】６人 
【議 題】・令和２年度（２０２０年度）事業計画及び予算について 

・令和２・３年度役員選出について 
・復興支援金の支出状況及び残金の使途について 
・イトメン収入及び今後の予定について 

④第４回 
【日 時】２月１７日（月）午後６時～午後７時 
【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】理事１６人 
【議 題】・令和２年度事業計画（案）について 

・予算（案）について 
（４）監査 
  【日 時】５月９日（木）午後２時～午後３時 
  【場 所】県民総合運動公園陸上競技場内２階会議室 
  【出席者】監事２人 
  【内 容】平成３０年度事業及び決算に係る監査 
 
２．第９回県内クラブ交流大会 
（１）実行委員会 

①第１回 

  【日 時】５月１８日（土) 午後５時～午後６時 
  【会 場】御船町役場第二分庁舎    

【内 容】・第９回県内クラブ交流大会実行委員会委員について 
・第９回県内クラブ交流大会役員（案）について 

・第９回県内クラブ交流大会実施要項（案）について 
②第２回 

 【日 時】１０月１９日（土）午後１時３０分～午後２時４５分 
  【会 場】御船町役場第二分庁舎 

 【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 
 【日 時】１２月１４日（金）午後６時～午後７時 

 【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 

  【日 時】５月１１日（土）午後３時２０分～午後４時３０分 

  【会 場】御船町役場第二分庁舎 

  【内 容】・第９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 

 【日 時】９月２１日（土）午後２時４０分～午後４時 

 【会 場】御船町役場第二分庁舎 

 【内 容】・第９回県内クラブ交流大会運営計画について 

      ・その他 

③第３回 

 【日 時】１１月２日（土）午後１時３０分～午後３時 

【会 場】御船町役場第二分庁舎 

 【内 容】・第９回県内クラブ交流大会実施要項（案）について 

（３）前日準備・リハーサル  

  【日 時】１１月２３日（金）午後５時～午後７時 

 【会 場】御船町スポーツセンター 

  【対応者】実行委員約２０名 

（４）交流大会の開催  

  【日 時】１１年２４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堂に会し、 

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９回目の開催となる。 

【会 場】御船町スポーツセンター 

【主 催】熊本県教育委員会、公益財団法人熊本県体育協会 

熊本県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会 

【主 管】第９回県内クラブ交流大会南ブロック実行委員会 

【内 容】ボッチャ、トランポリン、卓球、ラージボール卓球、シッティングミニ 

バレー、ふらばーるボールバレー、転がしドッジボール、長縄跳び、ス 

リッパ飛ばし、レク式体力チェック、ニュースポーツ体験 

【参加者】２１クラブ 約４００人 

 
３．今こそ絆！復興事業 
(１)研修会「スポーツの力で社会変革のムーブメントを！！」 

【日 時】令和元年８月２４日（土）１３：１０～１７：１０ 
【会 場】エアポートホテル熊本 
【参加者】８６人 
【内 容】第１部 総合型地域スポーツクラブの登録・認証制度を学ぶ 
           ～新潟県版プロジェクトから見えてきた課題と目指すべき方向性～ 
          講  師 新潟県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会 

会長 渡邊 優子 氏 
第２部  ＳＤＧｓ×総合型地域スポーツクラブ 

～社会課題をスポーツの力で解決する～ 
講 師 ＳＤＧｓ ｄｅ 地方創生公認ファシリテーター 

熊野 たまみ 氏、松田 博 氏 
 
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】５月１３日（月）午後７時３０分～午後９時 
  【会 場】光の森町民センター「キャロッピア」会議室 
  【参加者】１３人（１１クラブ） 

【内 容】・平成３０年度第４回理事会の報告 



・令和元年度（２０１９年度）北ブロック事業について 
ブロック交流会についてSCS研修会について（主管ブロック） 

・その他 
②第２回連絡調整会議 
【日 時】８月５日（土）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」会議室 
【参加者】１２人（９クラブ） 
【内 容】・令和元年度（２０１９年度）第１回理事会及び評議員会の報告 

・SCS研修会について 
内容確認及び役割分担について 

・ブロック交流会について 
・その他 

③第３回連絡調整会議 
【日 時】１０月２１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）会議室 
  【参加者】１４人（１０クラブ） 
  【内 容】・令和元年度（２０１９年度）第２回及び第３回理事会の報告 

・ブロック交流会について 
・次年度役員選出について 

 ④第４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９回県内クラブ交流大会開催について 
 ⑤交流会 
【日 時】２月１１日（火）午前１０時～午後０時３０分 

  【場 所】菊陽ボウル 
  【参加者】４１人（１３クラブ）  
  【内 容】・ボウリング大会 
（２）中央ブロック 
  ①第１回連絡調整会議 
  【日 時】６月２０日（木）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】・子どもスポーツ交流会の開催について 

・小学校部活動の状況について 
 ②第２回連絡調整会議 

  【日 時】８月３０日（金）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】２１人（１８クラブ） 
【内 容】・登録認証制度の概要について 

・中央ブロックスタッフ交流会について 
③第３回連絡調整会議 

  【日 時】１０月１５日（火）午後６時３０分～午後７時３０分 
  【場 所】熊本市役所４階モニター室 
  【参加者】１５人（１５クラブ） 
  【内 容】・クラブ課題の解決に向けた研修会について 

・中央ブロックスタッフ交流会について 
④スタッフ交流会 

  【日 時】１２月７日（土）午後３時～午後５時 
  【場 所】熊本市立東町中学校 



【参加者】４６人（９クラブ） 
【内 容】・ペタンク、ダーツ、復興玉入れでの交流 

  ⑤第４回連絡調整会議 
【日 時】１月２０日（月）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】２０人（２１クラブ） 
【内 容】・熊本市スポーツクラブ育成フォーラムの概要協議 

・とみあい総合型スポーツクラブの設立等報告 
  ⑥熊本市フォーラム 

【日 時】１月２５日（土）午後２時～午後５時 
  【場 所】熊本市役所１４階ホール 

【参加者】６８人（１９クラブ） 
【内 容】・クラブ登録認証制度について 

・スポーツ保険等の充実に向けて 
（３）南ブロック 

①第１回連絡調整会議 
【日 時】５月１１日（土）午後１時３０分～午後３時３０分 

 【場 所】御船町役場第二分庁舎 
  【参加者】２４人（１９クラブ） 
   【内 容】・平成３０年度事業報告・決算報告について 

・令和元年度（２０１９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  
・加入クラブ現状報告 

②交流会 
 【日 時】８月３１日（土）午後１時～午後４時３０分 

   【場 所】湯前町B＆G海洋センター 
 【参加者】２８人（１２クラブ） 

   【内 容】・水辺の安全教室 
・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 
     ・懇親会＆大抽選会 
③第２回連絡調整会議 
【日 時】９月２１日（土）午後１時３０分～午後２時３０分 
【場 所】御船町役場第二分庁舎 
【参加者】１６人（１６クラブ） 
【内 容】・南ブロック交流会事業・会計報告について                                               

・九州ブロッククラブネットワークアクション2019について 
・各クラブからの現状報告    
 

５．総合型クラブ啓発PRプロジェクト 
（１）ミーティング 
 ①第１回 
  【日 時】９月３０日（月）午後７時～午後８時 
  【会 場】県民総合運動公園陸上競技場内２階会議室 
  【参加者】６人 

【内 容】・熊本県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会とは 
・本プロジェクトの趣旨説明 
・意見交換 

 ②第２回 
  【日 時】１２月１９日（木）午後６時３０分～午後８時 
  【会 場】県民総合運動公園陸上競技場内２階会議室 



  【参加者】４人 
【内 容】・本プロジェクトの趣旨説明 

・第１回会議内容の確認 
・第９回県内クラブ交流大会の反省 
・意見交換 

 ③第３回 
  【日 時】２月６日（木）午後６時３０分～午後８時 
  【会 場】県民総合運動公園陸上競技場内２階会議室 
  【参加者】４人 

【内 容】・次年度事業計画（案）について 
     ・今後のスケジュールについて 

 
６．SC全国ネットワーク関係 
（１）九州ブロッククラブネットワークアクション 
  ①実行委員会 

【日 時】７月５日（金）午後２時～午後５時 
【会 場】宮崎市中央公民館 
【参加者】代表委員代理 鋤崎澄夫、九州ブロック常任幹事 齋藤久允 
     事務局 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2019inくまもとの開催に係る打ち合わせ 

・情報交換 
②九州ブロッククラブネットワークアクション2019in宮崎 
【日 程】１１月９日（土）～１０日（日） 
【会 場】ホテルニューウェルシティ宮崎 
【参加者】代表委員代理 鋤崎澄夫、九州ブロック常任幹事 齋藤久允 
     事務局 永田好文、太田黒尚子 
【内 容】・共通プログラム 
       テーマ「総合型クラブ登録・認証制度の創設に向けた情報共有」 
     日本スポーツ協会地域スポーツ推進部クラブ育成課係長 岩田亜希子氏 

・オリジナルプログラムⅠ-① 
講演「これからの総合型が地域で必要とされるためには」 

～学校と地域との融合～ 
講師 NPO法人希楽々理事長 渡邊優子氏 

       ・オリジナルプログラムⅠ-② 
パネルディスカッション 
テーマ「総合型クラブと学校との連携・融合」 
コーディネーター 九州共立大学講師 内田満氏 
パネリスト NPO法人Nスポーツクラブ理事長 森慎一郎氏 

大分大学教育福祉科学部教授 谷口勇一氏 
串間市立串間中学校教諭 小﨑城夫氏 

       ・オリジナルプログラムⅡ分科会① 9:00～9:45 
       テーマ「地域に必要とされるクラブをめざして」 
       「学校との連携」「子どもたちのスポーツ活動」「クラブの組織運営」「高齢社会に向けて」 
       ・分科会のまとめ 
           ・日本スポーツ協会からの情報提供 
（２）総合型地域スポーツクラブ登録・認証制度の整備に向けた説明会 
 ①第１回説明会 

【日 時】６月２７日（木）午後１時～午後３時３０分 
 【会 場】リファレンス大博多ビル１１階１１２０ 

  【出席者】九州ブロック常任幹事（本協議会理事長）齋藤久允 
       理事 山田健二、事務局 太田黒尚子 



【内 容】・「総合型地域スポーツクラブ登録・認証制度」に向けての取組 
     ・総合型地域スポーツクラブ登録・認証制度の原案について 
     ・質疑応答 

 ②第２回説明会 
【日 時】２月５日（水）午後１時～午後５時３０分 

 【会 場】JAPAN SPORTS PLYMPIC SQUARE 14階 岸誠一メモリアルルーム 
  【出席者】九州ブロック常任幹事（本協議会理事長）齋藤久允 
       事務局 太田黒尚子 

【内 容】・総合型地域スポーツクラブ登録・認証制度に向けた状況について 
     ・登録・認証制度の原案に対する意見聴取結果 

・登録・認証制度原案の修正案 
・都道府県レベルで設置する中間支援組織の在り方（案） 

（３）SC全国ネットワーク 
①総会 
 【日 時】２月２６日（水）午後１時～午後３時 
 【会 場】日本青年館ホテル 

  【出席者】代表委員代理 鋤崎澄夫、九州ブロック常任幹事 齋藤久允 
       事務局 永田好文、太田黒尚子 

【内 容】・令和２年度公益財団法人日本スポーツ協会総合型地域ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ育成計 
画（案）について  
・ＳＣ全国ネットワークの取組について 
・総合型地域ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ登録・認証制度及び中間支援組織の整備について 

②総合型地域スポーツクラブ全国協議会１０周年記念式典 
  【日 時】２月２６日（水）午後４時４５分～午後５時４５分 
  【会 場】日本青年館ホテル 
  【出席者】代表委員代理 鋤崎澄夫、九州ブロック常任幹事 齋藤久允 
       事務局 永田好文 
  【内 容】・主催者挨拶 

・記念メッセージ スポーツ庁長官 鈴木大地 氏 
・リレートーク 「これまでの１０年、これからの１０年」 
・記念映像上映 

（４）くまもと・高齢者や障がい者にやさしいまちづくり推進協議会 
①会議 
【日 時】１０月７日（月）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】１１月２４日（日）午前９時３０分～午後４時 
【場 所】御船町スポーツセンター 
【内 容】・第９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ウィー 

クの周知及び関連啓発ポスター掲示 


