
 

 

  生涯スポーツ推進の支援体制の整備を図るため、県民のスポーツ参加を側面から支え

るために、「生涯スポーツ推進センター」を設置しました。これまで総合型クラブの創設や

育成に重点を置いていた「広域スポーツセンター」は、今年度から「生涯スポーツ推進セ

ンター」に置かれることとなりました。 

 生涯スポーツ推進センターでは、 

 ①スポーツの基盤となる「人材」創出事業（研修会・講習会の開催等） 

 ②スポーツ環境の多様な「場」の創出事業（地域連絡協議会の組織と地域スポーツフェ  

スタの開催） 

 ③専門的な指導者派遣によるイベント等開催支援（スポーツ指導者等派遣事業） 

という 3つの柱を目標に掲げ、地域のスポーツクラブや市町の行政、関係団体と連携をと

りながら、事業を展開してまいります。 

 この目標を達成していくために、スポーツコンシェルジュ 2名が配置されました。昨年

度までは、4名のコーディネーターがおり、東部・西部広域スポーツセンターを設置して

おりましたが、今年度から、央部生涯スポーツ推進センターが中心的な役割を果たすこと

になります。従って、東部・西部のセンターには、必要に応じて出向するということにな

ります。 
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わくわく（輪く和く）通信をリニューアルしました。 

昨年度までの「わくわく通信」と「訪問日記」を合体させて、4 ページに増やし、年間 6

回の発行といたします。 国や県の動向・イベントなどの報告・クラブの情報提供を中心に、

編成していきます。総合型クラブのことばかりではなく、地域スポーツ・生涯スポーツとい

う視点で、必要なことがらを取り上げてまいります。 

ご意見やご要望がありましたら、お気軽に連絡してください。 
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スポーツ指導者等派遣事業を 

活用しませんか！？ 

平成 29 年度は、20 のクラブが、22 事業でこの制

度を活用しました。定期教室やスポーツイベントを

行い、会員の拡大や地域住民への周知理解につなが

る活動資金となりました。今年度も 5 月から募集が

始まります。 

昨年度までの要綱を見直し、「文化的な指導者への

謝金等」「助成金額を 12 万円に増加」「チラシ等の

印刷に係る費用の増額」など、クラブの皆様が活用

しやすくなるようにいたしました。 

助成を受けられるクラブは、専門的指導者を招聘

して、活動の質や魅力を高めてみませんか？ 

なお、年度内に行われる研修会や講習会に参加も

助成の条件となっております。下記の日程で行う予

定ですので、参考にしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 30 年度 研修・講習会の予定 

月／日 曜 研修会名等 場所 

6／  7 木 創設育成研修会① 山口市 

6／  9 土 ＡＣＰ普及講習会 宇部市 

6／ 23 

  24 

土 

日 

山口県 

スポーツカーニバル 

長門市 

7／ 27 

    28 

土 

日 

（仮称） 

クラマネ研修会 

（兼：アシマネ講習会） 

山口市 

1／ 12 

   13  

土 

日 

スポーツリーダー 

養成講習会 

山口市 

2 月ごろ  創設育成研修会② 未定 

活用例

指導者謝金 ５,０００円／１時間×１０回 賞品代

指導者旅費・保険代 ２,０００円×１０回・１８５０円 飲食費

広告費用 ２５.０００円 用具代

会場費 ３１５円×１０回 参加者の保険代 など

※1日だけのイベント でも助成できます。

① まずは、電話やメールでご相談ください。

② 手引きの様式（申請書・予算書など、所定の様式を事業の2か月前にご提出ください。

③ 審査後、申請額を振り込みます。

④ 実施後は、報告書と決算書をご提出ください。余剰金が発生した場合は、戻入してください。

スポーツ指導者等派遣事業のご案内

対象期間：平成30年5月１日～平成３１年1月31日
2月以降に実施する場合は、事前にご相談ください。

山口県の総合型地域スポーツクラブを周知し、育て、自立していくことを支援するた
めに、助成金を交付しています。例えば・・・

対象経費 対象外経費

助成金　１０万円で支払える 参加費で支払うなど

このような願いや思いを叶えるために、

　　　　　　　　　　１事業約１２万円の助成を活用してみませんか？

３世代で健康教室を開催したい！

申請から報告まで

・種目別指導者を呼んで教室を開催したい

・新しい教室を開催してみたい

・著名な講師を呼んでイベントを開催したい

・スポーツや文化に関する研修会をしたい

・クラブ運営のノウハウを専門家から学びたい　など…

ぜひご活用を！！

申請しても大丈夫なのかな・・・

申請書等の書き方がわからない・・・など

どんなことでもまずは

お問い合わせください！！

お問い合わせ

山口県生涯スポーツ推進センター（広域スポーツセンター）

TEL：083－933－4697
（山口県体育協会） FAX：083－933－4699

長門スポーツカーニバル（トップアスリートによるバレー教室）

昨
年
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県
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今年もよろしくお願いします！ 

山口県体育協会の生涯スポーツグループに、央部生涯スポーツ推進センターを設置し、二人のスポーツ

コンシェルジュ（リーダー・クラブアドバイザー）が配置されました。クラブづくりを通して、地域スポ

ーツの活性化に努めてまいります。 

クラブアドバイザー 岡村 睦美 

昨年度までコーディネーターでしたが、今

年度からクラブアドバイザーとなりまし

た。全県の担当となり、全クラブの皆さん

と関われることとてもうれしく思います。

1年間よろしくお願いいたします。 

リーダー 和田 康夫 

今年で、3年目を迎えました。地域のスポー

ツや文化活動に参加する人をたくさん増や

していきたいと思います。 

たくさんの出会いがあることが楽しい！ 

 



新規事業「地域連絡協議会と地域スポーツフェスタ・研修会」とは？ 

平成 29 年度までは、「企画運営能力向上研修」として、複数のクラブが連携して、イベントの

企画から実施まで、協議を重ねることで、企画運営能力を向上していくというねらいで実施され

てきました。この成果を踏まえ、事業の拡大を図るために、「スポーツを通じた地域活力の創出

事業」として展開することになりました。 

地域スポーツフェスタ開催の手順 

 

県内を 8 地域に分け、それぞれに「地域連絡協議会」を設置していただ

きます。その協議会の中で、幹事となるクラブを決めて、組織づくりを

します。 

メンバー：各クラブ代表や事務局、市町担当者、スポーツコンシェルジュ等  

 

地域のニーズやクラブの特性を踏まえ、イベントの内容を協議してくだ

さい。場所の確保、指導者との調整などを早めにしておきましょう。 

☑会員以外からの参加が見込めますか？ 

 

必要経費を算出し、事業の助成申請をしてください。 

この助成金から、用具の購入などもできます。 

参加費の設定も忘れずに。 

 

開催に向けて、地域連絡協議会をもち、役割分担や準備物などを確認しな

がら準備を進めましょう。 

開催後は、報告書をすみやかに提出しましょう。 

 

 このように、組織をつくることで、会話が生まれたり、アイデアが浮かんできたりします。組

織のマンネリ化を防ぐことにもつながります。これらのすべての活動に、スポーツコンシェルジ

ュがお手伝いします。 
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新しい総合型クラブが仲間入りしました。 

白鳥健康教室（宇部市） 4 月 4 日（水）設立  

 種目 〇ソフトバレーボール 〇バドミントン 〇卓球 〇ウォーキング 

    〇民踊 〇フォークダンス 〇コーラス 〇からおけ 〇太極拳 

総合型スポーツクラブ防府（防府市）4月 15日（日）設立 

 種目 ○ACP（アクティブチャイルドプログラム） ○バレーボール 

    ○卓球 ○バドミントン ○サッカー ○イベント開催 

 

事　業　の　名　称 開催地 事　業　の　名　称 開催地域 市　　　町　　　名

県スポーツカーニバル 下関市 県スポーツカーニバル 長門地域 長門市

長門市 岩国地域 岩国市/和木町

山口市 柳井地域 柳井市/平生町/田布施町/上関町/周防大島町

柳井市 周防地域 周南市/光市/下松市/防府市

山口地域 山口市

厚狭地域 宇部市/山陽小野田市/美祢市

下関地域 下関市

萩地域 萩市/阿武町

ミニカーニバル

地域スポーツフェスタ
地域研修会

平成30年度平成29年度



人がつながる 人でつながる 人がつくる 

総合型地域スポーツクラブが量より質の転換を求められています。地域に根ざしたクラ

ブの経営や活動を支えるのは人･･･ このコーナーでは、各コーディネーターがインタビ

ューをして、人を紹介していきます。 

 

 

 

 

 

 

白鳥健康教室会長 中川宏夫氏 

4月 4日（水）に、約 180人の参加で行われた「設立式典・総会」を終えた直後、中川宏夫
会長さんにお話を伺いました。 
白鳥健康教室は、ココランド宇部を拠点に、前身の「山口高齢者健康指導教室同窓会」の

活動を 37 年間受け継ぎ、この度、会の目的や理念が総合型地域スポーツクラブと一致してい
ることから、宇部市で 4 番目のクラブとして誕生しました。 

設立記念式典を終えられてのご感想は？ 
正直ほっとしています。来賓の皆様から、総合型地域スポーツクラブのことについてお話

しいただき、参加した多くの会員の理解が進んだと思います。これから、より多くの方に企
画に参加していただけるのではないかと期待が膨らんでいるところです。 

中川会長さんとスポーツのかかわりは？ 
50 年近く前に、宇部市内の小学校で始まったスポーツ教室の指導者としてかかわり、その

後、サッカースポーツ少年団に移行し、最近まで、子どもたちの指導に直接あたっていまし
た。青年期からスポーツが好きで、これまでスポーツに育てられたという思いをもっていま
す。自分自身が高齢になって、この白鳥健康教室との出会いが 6 年前。昨年度から、会長という立場に立ち、県や市からの後
押しがあって、こうして総合型クラブへ仲間入りをしたところです。 

クラブのこれからをどのように？ 
今日の式典を見られてもおわかりのように、役員がそれぞれの持ち味を意識して動いていただける頼りになる組織です。講

師の先生方も、会員目線で親身になって指導してくださっています。このクラブをこれからも継続し、発展させていくために
は、もっと若い人の参加が必要です。イベントをどのように工夫していけばいいのか、仲間とともに知恵をしぼって、チャレ
ンジしていきたいものです。 

中川会長さんの夢は何ですか？ 
半世紀にわたって、サッカーの指導やスポーツ諸団体の運営にかかわり、まさに生涯スポーツの実践に終始する半生でした。

思いもかけず、3 年前、「生涯スポーツ功労賞」をいただきました。これを機に引退も考えましたが、「生涯」2 文字にこだわ
り、受賞を終わりとせず、文字どおり生涯を通じてスポーツに携わり、やり抜くことこそ、私に与えられた使命であり、それ
を「夢」として持ち続けたいと思っています。 

【生涯スポーツ推進センター問い合わせ先】 

      央部地域スポーツ推進センター（山口県体育協会）   TEL  083‐933‐4697 

   FAX  083-933-4699 

総合型スポーツクラブ防府クラブマネジャー 石川健一氏 

｢総合型スポーツクラブ防府｣のクラブマネジャーである石川健一さんへお話を伺いました。 

｢総合型スポーツクラブ防府｣は、平成 28 年 2 月末から準備中クラブとなり、約 1 年 1 か月
の準備期間を経て、この 4 月 15 日（日）に設立したばかりです。クラブ名のとおり、防府市
を拠点としており、ACP（アクティブ・チャイルド・プログラム）やバレーボール、サッカー
など、子どもを中心として日々楽しく活動しています。 

クラブ設立のきっかけは？ 
 長門スポーツクラブのトップアスリートによるバレーボール教室を拝見したときに、参加し
ている子どもたちの楽しんでいる様子やうれしそうな表情がとても印象に残りました。私自
身、スポーツ少年団で指導をしていましたが、競技志向で県のトップを目指し練習を行ってい
ました。当時を振り返ったときに、スポーツの“楽しさ”を子どもたちへ伝えることができて
いたのか？と思うことがありました。クラブ設立にあたっては、すべてがゼロからのスタート
でしたので、周りからは難しいのではないかとの声もありましたが、スポーツの楽しさを知っ
てもらいたい、生涯をとおしてスポーツをしてほしいとの思いが強くあったこと、そして、長
門スポーツクラブクラブマネジャーの内山さんの後押しもあり、設立を目指すことにしました。 

今後どのようなクラブにしていきたいですか？ 
 子どもたちだけでなく、親子や３世代でも楽しむことができる場を提供していきたいと考えています。クラブ側（指導者）
がやらせるのではなく、子どもたちが考えて行動できるような声かけで、自分の長所を見つけて伸ばしていけるような環境づ
くりをしたいと思っています。そのことが、きっと将来につながるはずです。さらに、商店街や学校、他団体とも連携を図り
ながら、地域の活性化にも貢献していきたいと考えています。 

 定期教室以外にも、トップアスリートによる教室や日本の伝統行事を体験するイベントなども計画しており、クラブに行け
ば楽しめる！クラブに行くのが待ち遠しい！と思ってもらえるようなクラブをつくっていきたいですね！ 

人 


