
１.社員総会
（１）第１回社員総会　平成３０年５月１９日(土) １３：３０～１５：２０文京区民センター会議室

出席者(社員４５名＋委任状７名＝５２名/他７名)合計５９名 東京都５名
１）議事
　①平成２９年度(平成２９年４月～平成３０年３月)事業報告
　②平成２９年度(平成２９年４月～平成３０年３月)収支決算報告及び監査報告
　③役員改選　会長　新島二三彦　副会長　島田泰子、岡田眞由美、中川義英　財務　五十嵐義臣

　　　　松田文子　企画総務委員長　山本博志　情報委員長　小久保佳昭　研修委員長　
　　　　川口眞也　女性委員長　飯ケ谷美恵

以上の議事について原案通り承認
２）表彰式
　功労者表彰　106名　永年勤続表彰　17名
３）祝賀懇親会
　会場：シビックスカイレストラン椿山荘　時間：１７：００～１９：００　会費：５，２００円　出席者：77名

（２）第２回社員総会　平成３０年９月２６日(水) １８：３０～２０：３０　武蔵野公会堂会議室
出席者(社員４３名＋委任状６名＝４９名/他７名)　合計５９名　東京都３名

１）報告事項
　①理事会　各委員会　財務
　②全国連合定時総会
　③関東スポーツ推進委員理事会・女性委員会
　④関東スポーツ推進委員研究大会　東京大会
　⑤都スポ協会長会
　⑥平成３１年度広域地区別研修会事前説明会ニュースポーツ研修会
　⑦東京都スポーツ振興審議会
　⑧東京都初級障害者スポーツ指導員養成講習会
　⑨平成３０年度全国スポーツ推進委員（功労者表彰・30年勤続表彰・優良団体表彰）
　⑩平成３０年度広域地区別研修会報告(第１．２．３．４．６．７．８．９ブロック)
　⑪リーダー委員会報告
２）今後の事業について
　①課題別研修会
　②第５９全国スポーツ推進委員研究協議会鹿児島大会
　③女性委員会企画研修会
　④地域スポーツ支援研修会
３）その他
　①都スポ協定款の改定について
　②賛助金のあり方について

（３）第３回社員総会　平成３０年１２月１２日(水) １８：３０～１９：１５　練馬区役所　地下１階多目的室
出席者(社員４１名＋委任状９名＝５０名/他６名)　合計５６名　東京都３名

１）報告事項
　①理事会　各委員会　財務
　②関東大会収支報告
　③平成３０年度広域地区別研修会報告(第５．１０．１１ブロック)
　④課題別研修会
　⑤第５９全国スポーツ推進委員研究協議会鹿児島大会
　⑥関東女性委員会
　⑦女性委員会企画研修会
　⑧東京マラソン２０１９ボランティア募集
２）今後の事業
　①地域スポーツ支援研修会

令和元年度　第１回社員総会　第１号議案

平成３０年度　事業報告(平成３０年４月１日～平成３１年３月３１日)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一般社団法人東京都スポーツ推進委員協議会

会　議

以上の議事について原案通り承認
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　②生涯スポーツ・体力つくり全国会議
３）協議事項
　①定款見直し（役員任期）について
　②都スポ協でボッチャ大会を提案

４）情報交換会
　会場：練馬区役所２０階展望レストラン　時間：1９：４０～２１：００　会費：４,０００円　出席者：45名

（４）第４回社員総会　平成３１年３月２７日(水) １８：３０～２０：１０　武蔵野公会堂会議室
出席者(社員３７名＋委任状６名＝４３名/他７名)　合計５０名　東京都３名

１）報告事項
　①理事会　各委員会　財務
　②研修会報告書
　③地域スポーツ支援研修会
　④生涯スポーツ・体力つくり全国会議２０１９
　⑤関東地区スポーツ推進委員協議会理事会
　⑥東京マラソン２０１９
　⑦リーダー養成講習会
　⑧リーダー委員会活動報告
２）協議事項
　①平成３１年度事業計画（案）
　②平成３１年度予算（案）
　③会費見直し
３）その他
　①みんなのスポーツ・スポーツ推進委員手帳等の購入
　②総会・会長会・研修等の会場確保

２.理事会
期　　日 場　　所

(１０人)

関東スポーツ推進委員研究大会東京大会
(１０人)

(１０人) 広域地区別研修会　事前説明会
広域地区別研修会　事前説明会
関東大会報告書

(１０人)

（９人） 第２回社員総会
課題別研修会

(１０人) 定款見直し及び会費見直しについて

都スポ協事務所

（１０人） 関東大会収支決算・会費見直しについて
地域スポーツ支援研修会
東京マラソンボランティーナ

(１０人)

第２回 ５月９日(水)

平成２９年度(４月～３月)事業報告・収支決算報告・監査報告

都スポ協会長会・関東大会東京大会祝賀懇親会

以上の議事について原案通り承認

以上の議事について原案通り承認

主な内容

第１回 ４月１１日(水)
都スポ協事務所

平成２９年度(４月～３月)事業報告・収支決算報告・監査報告
平成３０年度第１回社員総会の準備
関東スポーツ推進委員研究大会東京大会

第４回 ７月１１日(水)
都スポ協事務所

地域スポーツ支援研修会

第３回 ６月１３日(水)
都スポ協事務所

都スポ協会長会・実務研修会
関東スポーツ推進委員研究大会東京大会　総括

第５回 ９月１２日(水)

都スポ協事務所
財務改善
地域スポーツ支援研修会

第６回 １０月１０日(水)

都スポ協事務所
地域スポーツ支援研修会・課題別研修会
女性委員会企画研修会

第８回 １月９日(水)
都スポ協事務所

関東大会収支決算・会費見直しについて

関東大会収支

第７回 １１月７日(水)

地域スポーツ支援研修会
第３回社員総会

都スポ協事務所
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会費見直しについて
(１０人) 平成３１年度事業計画案

平成30年度研修報告書について

(１０人) 会費見直しについて

３.各委員会
（1）企画総務委員会

期　　日 場　　所
平成３０年度第１回社員総会

第１回 ４月２０日（金） 表彰式及び祝賀懇親会
平成３０年度会長会
新体制について・関東大会全体会
平成３０年度会長会
平成３０年度第２回社員総会
平成３０年度第２回社員総会
地域スポーツ支援研修会
平成３０年度第３回社員総会
地域スポーツ支援研修会

平成３１年度事業計画案
平成３０年度第４回社員総会
次年度総会会場・ボッチャ大会

（２）研修委員会
期　　日 場　　所

(１３人)

都スポ協事務所

都スポ協事務所 実務研修会の当日の役割分担、打ち合わせ
(１３人) 課題別研修会の場所の検討

都スポ協事務所 課題別研修会の開催要項の担当者決め
(９人) 広域地区別研修会の報告書担当地区について

(１５人)
都スポ協事務所

(１２人)
都スポ協事務所

（１２人）
都スポ協事務所 来年度各研修会の内容についての話し合い

（１４人） 広域地区別研修会報告書の点検と進捗状況について
都スポ協事務所

（１２人）
都スポ協事務所 来年度地域支援研修会の会場について

（１２人） 来年度ニュースポーツ研修会について

第９回 ２月１３日(水)
都スポ協事務所

地域スポーツ支援研修会

第６回 １月２３日(水)

平成３０年度第４回社員総会
地域スポーツ支援研修会

主な内容

第10回 ３月１３日(水)
都スポ協事務所

平成３０年度事業計画案・平成３０年度予算案

第５回 １１月２８日(水)
都スポ協事務所

(１２人)
平成３０年度第３回社員総会
地域スポーツ支援研修会

第４回 １０月３１日(水)
都スポ協事務所

（１５人）

関東大会の分科会の内容について
分科会の担当者、役割の分担について

第２回 ５月８日（月）
都スポ協事務所

（１５人）
実務研修会の当日の内容について
関東大会の分科会についての確認

主な内容

第１回 4月４日（水）
都スポ協事務所

平成３０年度研修指針の作成について
自主研修会の日程、場所の検討
関東大会の打ち合わせ

第３回 ６月６日（水）

第４回 ７月４日（水）

第５回 ９月４日（水）

１１月５日（水）

第８回 １２月５日（水）

第９回 １月１６日（水）

第７回
課題別研修会当日の確認
広域地区別研修会報告書提出の進捗状況について

第６回 １０月３日（水）
都スポ協事務所

課題別研修会の集合時間、役割分担決め
来年度の研修会のおおよその日程について
サイボーズ終了についての対策について

各研修会のテーマ、日時、場所、講師について

第１０回 ２月６日（水） 来年度担当の地域支援研修会の内容について

第１１回 ３月６日（水）

第３回 ７月１３日(金)
都スポ協事務所

（１３人）

第２回 ５月３０日(水)
都スポ協事務所

（１３人）

第７回 ３月５日(火)
都スポ協事務所

（１２人）

都スポ協事務所
（１２人）

都スポ協事務所
（１３人）
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（３）情報委員会
期　　日 場　　所 主な内容
４月１７日(火） 都スポ協事務所 平成２９年度都スポだより（１１４号）発行の確認

関東スポーツ推進委員研究大会東京大会について
（１０人） 平成30年度都スポだより（１１５から１１７号）発行時期の検討

第２回 ５月２２日（火） 都スポ協事務所 関東スポーツ推進委員研究大会東京大会の役割確認
５月２４日（木） （１２人） 平成３０年度都スポだより（１１５号）取材担当者の検討

第３回 ６月２６日（火） 都スポ協事務所 平成３０年度情報委員会構成委員について
（１１人） 平成３０年度都スポだより（１１５号）編集について

第４回 ７月17日（火） 都スポ協事務所 関東スポーツ推進委員研究大会東京大会報告書構成について
（１１人） 平成３０年度都スポだより（１１５号）校正

第５回 ８月９日(木) 都スポ協事務所 関東スポーツ推進委員研究大会東京大会報告書内容確認
（１０人） 平成３０年度都スポだより（１１６号）取材担当者の検討

第６回 １０月１９日（金） 都スポ協事務所 平成３０年度都スポだより（１１６号）取材担当者の確認
（１１人） 平成３０年度都スポだより（１１7号）取材担当者の検討

第７回 １１月２６日（月） 都スポ協事務所 平成３０年度都スポだより（１１６号）記事内容等の確認
（１５人） 平成３０年度都スポだより（１１7号）取材担当者の検討

第８回 １月３１日（木） 都スポ協事務所 平成３０年度都スポだより（１１７号）取材担当者の確認
（１１人） 今後の予定と記事作成時の注意事項の確認

第９回 ３月１９日（火） 都スポ協事務所 平成３０年度都スポだより（１１７号）取材担当者の確認
（１５人） 平成３１年度都スポだより（１１８号）取材担当者の検討

（４）特別委員会【女性委員会】
期　　日 場　　所

第１回 ５月２５日（金） 墨田区総合体育
館

関東女性委員会
（６人） 平成２９年度の活動について

第２回 ９月１１日（火） 中野区役所 平成３０年度の活動について
（２２人） 平成３０年度女性委員会企画研修について

第３回 １１月３０日（金） 千代田区スポーツ 関東女性委員会
センター（７人）

第４回 ２月１５日（金） 中野区 平成３０年度活動報告
（１５人） アンケート報告・今後の活動

（５）特別委員会【リーダー委員会】
期　　日 場　　所 　　　　　　　　　　　　　　　　　　主な内容

第１回 ４月１１日（水） ＪＲ南新宿ビル 研修内容資料作成
（８人） 研修内容・パワーポイントの資料作成

第２回 ５月１０日（木） ＪＲ南新宿ビル 研修内容資料作成
（７人） 研修内容・パワーポイントの資料作成

第３回 ６月１４日（木） ＪＲ南新宿ビル 研修内容資料作成
（１０人） 研修内容・パワーポイントの資料作成

第４回 ７月２６日（木） ＪＲ南新宿ビル 研修内容ビデオ撮り
（６人）

第５回 ８月２５日（土） ＪＲ南新宿ビル 研修内容ビデオ撮り
（２人）

第６回 ９月１日（水） ＪＲ南新宿ビル 研修内容ビデオ撮り
（２人）

４.平成30年度東京都スポーツ推進委員協議会 会長会
　①日　時　平成３０年６月１７日(日)13：30～16：30　　出席者　会長46名　他15名　東京都5名　合計66名
　②会　場　三鷹市産業プラザ　会議室
　③内　容　グループディスカッション　「各地区におけるスポーツ推進委員の活動状況と課題について」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　内容発表および意見交換
　④情報交換会17：20～19：20　三鷹駅前「鈴の音」　会費　4,000円　　参加者　44名

主な内容

第１回
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５.その他
（１）(公社)全国スポーツ推進委員連合

１.平成３０年度全国スポーツ推進委員連合理事会・総会
◇１回目　平成３０年６月７日(木)　国立オリンピック記念青少年総合センター

　　出席者:新島会長
 １)協議事項
　①平成２９年度事業報告
　②平成２９年度貸借対照表・正味財産増減計算書・財産目録承認
　③第５９回全国スポーツ推進委員研究協議会（鹿児島県）
　④役員改選
 ２)報告事項
　①第５８回全国スポーツ推進委員研究協議会(茨城県)
　②第５９回全国スポーツ推進委員研究協議会(鹿児島県)

　　③平成３０年度ファミリー健康体力向上　中央講習会（6/31-7/1　四谷中学校）
　④平成３０年度リーダー養成講習会（3/9-10）
　⑤機関誌「みんなのスポーツ」及び「スポーツ推進委員手帳」の現況について

（２）関東スポーツ推進委員協議会
１.平成３０年度関東スポーツ推進委員協議会理事会

◎１回目　平成３０年６月８日(金)　墨田区総合体育館
　　出席者:新島会長、岡田監事、飯ケ谷女性委員長、中川・島田都スポ協副会長

 １)協議事項
　①平成３０年度関東スポーツ推進委員研究大会日程
　②平成３０年度関東スポーツ推進委員協議会表彰
　③平成３１年度関東スポーツ推進委員研究大会埼玉大会
　④関東スポーツ推進委員研究大会の参加費について
　⑤関東スポーツ推進委員協議会女性委員会の今後の方向性について
◎２回目　平成３１年２月２２日(金)　大宮ソニックシティ

　　出席者:新島会長、岡田監事、飯ケ谷女性委員長、中川都スポ協副会長
　①平成３０年度事業報告（案）及び収支決算報告（案）
　②平成３０年度関東スポーツ推進委員研究大会収支決算
　③関東女性委員会について
　④平成３１年度関東スポーツ推進委員協議会役員（案）
　⑤全国スポーツ推進委員連合理事
　⑥平成３１年度事業計画（案）及び収支予算（案）
　⑦関東スポーツ推進委員協議会表彰規定
　⑧平成３１年度関東スポーツ推進委員研究大会埼玉大会（案）

２.平成３０年度関東スポーツ推進委員協議会　女性委員会
出席者　新島会長、岡田監事、飯ケ谷女性委員長

◎１回目　平成３０年５月２５日(金)　墨田区総合体育館
　①女性委員長・副委員長の選出
　②アンケート結果の確認と今後の女性委員会のあり方について意見交換
◎２回目　平成３０年１１月３０日(金)　千代田区総合スポーツセンター

出席者　新島会長、岡田監事、飯ケ谷女性委員長
　①今後の女性委員会について

１.東京都共催事業
（１）広域地区別研修会(ブロック別研修会開催地区)

７月７日(土) 中央区 中央区立総合スポーツセンター 島田副会長

９月８日（土） 文京区 文京区民センター 新島会長

９月２日(日） 目黒区 めぐろパーシモンホール 新島会長

事　業

ブロック 開催日 担当地区 会場 都スポ協担当

第１Ｂ

第２Ｂ

第３Ｂ
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９月１日（土） 豊島区 IKE・Bizとしま産業振興プラザ 島田副会長

９月２９日（土） 足立区 足立区役所　庁舎ホール 中川副会長

９月１５日（土） 日野市 日野市市民の森　ふれあいホール 新島会長

９月１日（土） 奥多摩町 奥多摩文化会館 新島会長

７月７日(土) 立川市 立川市女性総合センター・アイム 新島会長

９月８日（土） 狛江市 エコルマホール 岡田副会長

９月２９日（土） 清瀬市 清瀬市コミュニティプラザひまわり 新島会長

１１月３０日(金） 八丈・青ヶ島 東京都障害者総合スポーツセンター 中川副会長

（２）課題別研修会
平成３０年度東京都スポーツ推進委員　課題別研修会
　①日　時　平成３０年１１月１０日(土) 13：30～16：30
　②会　場　新宿スポーツセンター
　③対象者　各区市町村スポーツ推進委員及び行政担当者
　④参加者　　71名
　⑤研　修　「スポーツ・レクリエーションを使った運動」
　⑥講　師　（一社）東京都レクリエーション協会　参与　飯田　弘氏
　⑦内　容　高齢者にとって動きの激しい運動を行うのは難しいものがあります。しかし身体を動かし運動を

　 　　する事は健康的な生活を送る上で必要です。無理のない範囲でスポーツを楽しむ方法として、
　　スポーツ・レクリエーションを学びます。

（３）地域スポーツ支援研修会
開催日 会場 研修内容 講師・パネラー等

語り手：港区、北区、品
川区、中野区、墨田区

平成３１年
２月９日(土)

13:40～16:40

立川市女性総
合センター「アイ

ム」

◇講義
「地域におけるスポーツの事故防
止」

◆トークセッション
「地域におけるスポーツの事故防止
の現状と課題」

スポーツ創造政策研究
所・代表
鈴木　知幸　氏

語り手：稲城市、檜原
村、東大和市、武蔵野
市

平成３１年
２月１６日(土)

①9:30～12:30

②13:30～16:30

目黒区八雲体
育館

①スポーツ未実施者が取り組みや
すいスポーツ・レクリエーションの講
義と実技
種目：ﾌﾗｲﾝｸﾞﾃﾞｨｽｸ､ﾈｯﾄﾊﾟｽﾗﾘｰ､ｼｬ
ﾌﾙﾎﾞｰﾄﾞ
②地域スポーツクラブが取り入れや
すいスポーツ・レクリエーションの講
義と実技
種目：ﾏﾝｶﾗ､ｶｰﾚｯﾄ､手のひら健康
ﾊﾞﾚｰ

一般社団法人東京都
レクリエーション協会
①上智大学教授
　師岡　文男氏
②埼玉県教育委員
　共栄大学客員准教授
　伊倉　晶子氏

平成３１年
２月１７日(日)

①9:30～12:30

②14:00～17:00

東京都多摩障
害者スポーツセ

ンター

③スポーツ未実施者が取り組みや
すい障がい者スポーツの講義と実
技
種目：ﾉﾙﾃﾞｨｯｸｳｫｰｷﾝｸﾞ､ﾌﾗｲﾝｸﾞﾃﾞｨ
ｽｸ､卓球ﾊﾞﾚｰ
④地域スポーツクラブが取り入れや
すい障がい者スポーツの講義と実

公益社団法人東京都
障害者スポーツ協会

第４Ｂ

第８Ｂ

第５Ｂ

第６Ｂ

◇講義
「地域におけるスポーツの事故防
止」

◆トークセッション
「地域におけるスポーツの事故防止
の現状と課題」

スポーツ創造政策研究
所・代表
鈴木　知幸　氏

第１１Ｂ

※参加者合計　1,012名

第９Ｂ

第１０Ｂ

全域
③④

参加者
　６２名

全域
①②

参加者
　６６名

市町村
部

参加者
１８４名

開催区分

区部

参加者
１５２名

平成３１年
１月２６日(土)

13:40～16:40

港区立男女平
等参画センター
ホール「リーブ

ラ」

第７Ｂ
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（４）初級障がい者スポーツ指導員養成講習会
　①日　程　 平成３０年７月１６日（祝・月）、８月１１日（土）、８月１２日（日）、８月１８日（土）、８月１９日（日）
　②会　場　 新宿区立新宿コズミックスポーツセンター
　③対象者　各区市町村スポーツ推進委員及び区市町村職員

（公立スポーツ施設の職員及び指定管理者職員を含む）
　④修了者　70名
　⑤目　的　初級障がい者スポーツ指導員の資格取得

             （５）障害者スポーツセミナー
　①日　程　平成３１年３月２日（土）　13：00～16:45
　②会　場　有明スポーツセンター
　③内　容
　 　講　義　「障害の理解と障害特性に応じたスポーツ実施上の留意点」

～障害特性に応じて「安全に・楽しく・公平に」スポーツ活動を行うためのスポーツ実施上の留意点～
　　実　技　「障害特性に応じたショートテニス」
　　講　師　公益社団法人東京都障害者スポーツ協会
　④参加者　 36名

２.自主研修事業
（１）研修事業

１)実務研修会
　①日　時　平成３０年８月５日(日)　　13:30～16:00
　②会　場　板橋区仲宿地域センター
　③内　容　『人が集まる企画・チラシの作り方』

　　④講　師　NPO法人男女共同参画おおた理事長　坂田静香氏
　⑤参加者　　　95名
２)女性委員会企画研修会
　①日　時　平成３０年１２月１日(土)　　14：00～16：30
　②会　場　中央区総合スポーツセンター　主競技場
　③内　容　『ボッチャ』
　④講　師　東京都障害者スポーツ協会
　⑤参加者　　　117名 　

（２）『東京都スポーツ推進委員だより』の発行(配信)
１）１１４号　平成３０年４月３０日発行

　① 平成３０年度活動方針・事業計画
　② 平成２９年度第４回社員総会
　③ 地域スポーツ支援研修会（区部）
　④ 地域スポーツ支援研修会（市町村部）
　⑤ 地域スポーツ支援研修会（全域）
　⑥ 生涯スポーツ・体力づくり全国会議２０１８
　⑦ 東京マラソン２０１８
　⑧ 東京都障害者スポーツセミナー
　⑨ 宿泊研修会
　⑩ 情報ひろば（町田市、狛江市、清瀬市）　

１）１１５号　平成３０年７月３１日発行
　① 会長挨拶
　② 平成３０年度第１回社員総会
　③ 東京都功労者表彰・永年勤続表彰
　④ 平成30年度関東大会　拡大実行委員会
　⑤ 関東スポーツ推進委員研究大会　東京大会
　⑥ 会長会

２）１１６号　平成３１年１月１６日発行
　① 新年のごあいさつ
　② 平成３０年度第２回社員総会
　③ 平成３０年度第３回社員総会
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　④ 第５９回全国スポーツ推進委員研究協議会・表彰
　⑤ 初級障がい者スポーツ指導員養成講習会
　⑥ 実務研修会
　⑦ 課題別研修会
　⑧ 女性委員会企画研修会
　⑨ 第６回女性スポーツ勉強会
　⑩ 情報ひろば　（渋谷区、葛飾区、日野市、奥多摩町）

３）１１７号　平成３１年３月３１日発行
　① 平成 ３１年度事業方針・事業計画概要
　② 平成 ３０年度 第４ 回社員総会
　③ 地域スポーツ支援研修会(区部)
　④ 地域スポーツ支援研修会(市町村部)
　⑤ 地域スポーツ支援研修会(全域)
　⑥ 生涯スポーツ・体力つくり全国大会２０１９
　⑦ 障害者スポーツフォーラム
　⑧ 東京マラソン２０１９
　⑨ 情報ひろば(中野区、豊島区、東大和市）

（３）顕　彰　(スポーツ推進委員功労者の表彰)
１）文部科学大臣表彰
　①土橋賢一（瑞穂町）　　　　②島田泰子（墨田区）　　　　
２）平成３０年度全国スポーツ推進委員連合表彰
 ◆功労者表彰
　　①飯ヶ谷美惠(足立区)　  ②瀧吉晴 （千代田区)　　③三神敏夫 (東大和市)　　　④渡部実知子（三鷹市）
　　⑤小栗早苗（墨田区）
 ◆３０年勤続表彰
　　①島田泰子(墨田区)　　②栗原裕子(練馬区)　　③杉山喜廣(日野市)　　④川島良夫（武蔵村山市）
 ◆優良団体表彰
　　品川区スポーツ推進委員会
３）平成３０年度関東スポーツ推進委員協議会表彰
 ◆功労者表彰
　①安部純一（江戸川区） 　②五十嵐義臣（江東区）　　③青山尋子（三鷹市）　　④青木しおり（新宿区）
　⑤金井利奈（墨田区） 　⑥関隆男（葛飾区）　　⑦津野晃（武蔵村山市）　　⑧敕使河原麻美（日の出町）
　⑨太田雄三（練馬区）　　　　⑩松原敏彦（大田区）　　　⑪三枝敏洋（小金井市）　　⑫稲垣美保（中野区）

　 　　　⑬清水学（中央区）
４）平成３０年度東京都スポーツ推進委員協議会表彰
　①功労者表彰 106名
　②永年勤続表彰 17名
　③特別表彰 該当なし

３.派遣事業
（１）平成３０年度関東スポーツ推進委員研究大会東京大会

　①日　程　平成３０年６月８日(金)　～９日(土)
　②会　場　東京都墨田区総合体育館
　③内　容　大会テーマ『スポーツが未来を変える』
　　 シンポジウム『スポーツ参画人口の拡大に向けて』

コーディネーター：松尾哲矢、パネリスト：辻秀一、高﨑尚樹、髙山浩久　
　　 第１分科会…「スポーツを好きにする多角的・心理学的アプローチ」
　   第２分科会…「スポーツからアクティブライフへ」
　   第３分科会…「共生社会へのアプローチ」
　④派遣　新島会長、岡田副会長、中川副会長

（２）第５９回全国スポーツ推進委員研究協議会　鹿児島県
　①日　程　平成３０年１１月１５日(木)　～　１６日(金)
　②会　場　鹿児島県鹿児島市（鹿児島アリーナ）
　③内　容　大会テーマ『スポーツの力で輝く未来！』
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    基調講演『水泳と私』
講師：柴田亜衣　アテネ五輪女子８００ｍ自由形金メダリスト

　　シンポジウム『スポーツで輝く未来に向けて』
　　第１分科会…「スポーツで輝く未来を楽しく！」
　　第２分科会…「スポーツで輝く未来を元気に！」
　　第３分科会…「スポーツで輝く未来を笑顔に！」
　　第４分科会…「スポーツで輝く未来を明るく！」
　④派遣　新島会長、中川副会長

（３）生涯スポーツ・体力つくり全国会議2019
　①日　程　平成３１月年２月１日(金)
　②会　場　徳島県徳島市
　③内　容　大会テーマ『スポーツ・イン・ライフ』
　　 全体会テーマ（トークセッション）
　　　　『スポーツ・イン・ライフを目指して～今、私たちにできること～』

ファシリテーター：髙山大吾氏（ＮＨＫ徳島放送局アナウンサー）
スピーカー　　　：スポーツ庁長官　鈴木大地氏、　順天堂大学名誉教授　武井政子氏　
　　　　　　　　　　北葛北部医師会在宅医療連携拠点菜の花室長　中野智紀氏

徳島ライフセービングクラブ代表　源純夏氏
　　第１分科会…「スポーツ・イン・ライフに向けた女性のスポーツ環境整備」
　　第２分科会…「スポレク活動で人生が変わる」
　　第３分科会…「誰でも参画できる地域スポーツと豊かなスポーツライフを目指して」
　　第４分科会…「動きたくなる街づくり＝アクティブライフへのチャレンジ」
　④派遣　新島会長

(４)平成３０年度スポーツ推進委員リーダー養成講習会
　①日　程　平成３１年３月９日(土)　～１０日(日)
　②会　場　国立オリンピック記念青少年総合センター
　③内　容　『スポーツ推進委員のハンドブック～生涯スポーツのコーディネーター～』

講義及び演習
　④参加者　　東京都７名参加

４.協力事業
(１)東京都

1)平成３０年度　第２回東京都生涯スポーツ担当者研修会
　①日　程　平成３１年１月２４日(木)
　②会　場　東京都庁都民ホール　
　③内　容　『東京都におけるスポーツ推進委員の概要』

　　『スポーツ推進委員と行政の関わり』
　　『区市町村行政におけるスポーツ推進委員制度の現状』

　④参加者　８９名
２)東京マラソン２０１９
　①日　程　平成３１年３月３日(日)
　②内容　都庁～都内各所～東京駅におけるコース整理員等
　③協力者　９５名(区市町村スポーツ推進委員)

(２)第１７回新宿区シティハーフマラソン(区民健康マラソン)
　①日　程　平成３１年１月２７日(日)
　②内容　明治神宮野球場をメイン会場としたコースの整理員等

(３)(公社)全国スポーツ推進委員連合
　①機関誌「みんなのスポーツ」の購読促進
　②「スポーツ推進委員手帳」「スポーツ推進委員のハンドブック」の普及推進
　③シンボルマークのスポーツ推進委員グッズ(ジャンパー・ポロシャツ・バッジ・ペンダント
　　　・ネクタイ・タイピン・ピンブローチなど)の普及推進
　④賛助会員としての協力促進
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