
平成２９年度 山形県総合型地域スポーツクラブ マネジャー養成セミナー 
及び公認アシスタントマネジャー専門科目検定試験  開催要項 

 
１ 目 的 総合型地域スポーツクラブの経営能力を有する専門的な人材（クラブマネジャ

ー）を養成するため、総合型地域スポーツクラブの運営に必要な事項に関する

セミナーを開催する。 

 
２ 主 催 山形県教育委員会 

 
３ 共 催 公益財団法人山形県体育協会 

 
４ 後 援 山形県スポーツ推進委員協議会 山形県レクリエーション協会 

 
５ 期 日 平成２９年６月１７日（土）・６月１８日（日） 

 
６ 会 場 山形県スポーツ会館  〒990-2412  山形市松山二丁目１１番３０号 

 
７ 内 容 別紙カリキュラムによる講義、演習 

科 目 名 
時 間 数 

集 合 自宅学習 計 
地域スポーツクラブとは 

３ｈ ４.５ｈ ７.５ｈ 
地域スポーツクラブの現状 
クラブマネジャーの役割 ３ｈ ４.５ｈ ７.５ｈ 
クラブのつくり方 

８ｈ １２ｈ ２０ｈ 
クラブの運営 

計 １４ｈ ２１ｈ ３５ｈ 
 

８ 対象者 (1) 各総合型地域スポーツクラブの管理運営責任者及び担当者 
       (2) 各総合型地域スポーツクラブのマネジャーを務める者・務めようとする者 
       (3) 各総合型地域スポーツクラブのスポーツ指導者 
       (4) 各市町村生涯スポーツ担当者 
       (5) 各市町村生涯スポーツ主管課からの推薦者 
       (6) 各市町村体育協会の生涯スポーツ担当者 
       (7) スポーツ推進委員・地域クラブ指導者・スポーツ指導者・その他 

 
９ 受講条件 満１８歳以上（受講年度の４月１日現在） 

 
１０ 申込方法 所定の申込用紙に記入し、下記宛にＦａｘでお申込みください。 
       宛先：県スポーツ保健課 〒990-8570 山形市松波二丁目８番１号 
       担当 須貝 Tel 023-630-2894  Fax 023-630-2893 
       締切：平成２９年６月８日（木） 

 
 



１１ 修了証  受講修了が認定された方には、山形県総合型地域スポーツクラブマネジャー

養成セミナー修了者として、「修了証」を発行します。 
１２ その他  この研修会は、公益財団法人日本体育協会公認スポーツ指導者の資格更新の

ための義務研修会を兼ねます。ただし、水泳、サッカー、テニス、バドミン

トン、剣道、山岳、空手道、バウンドテニス、エアロビック（コーチのみ）、

スクーバ・ダイビング、スポーツドクター、アスレティックトレーナー、ス

ポーツ栄養士、クラブマネジャー、プロゴルフ（教師・上級教師）、プロテ

ニス、プロスキーの資格者については、別に定められた条件を満たさなけれ

ば資格を更新できません。テニス指導者は、１ポイントの実績になります。 

 
１３ 公認アシスタントマネジャー専門科目検定試験 

 
   講習受講後の検定試験合格者は、公益財団法人日本体育協会公認アシスタントマネジャ

ー資格取得のための「専門科目」の修了となります。詳細については下記をご覧ください。 
 (1) 試験日  平成２９年６月１８日（日）１５：３０～１６：３０ 
 (2) 会 場  県スポーツ会館「大会議室」 
 (3) 受験資格 本講習会の修了者 
 (4) 試験内容 本講習会テキストより出題（選択形式 50 問、60 分） 
 (5) 合格基準 50 点満点中、30 点以上で合格とする。 
 (6) 検定料  4,500 円：内訳として、テキスト代 2,000 円・検定料 2,500 円 
        受験希望者は、テキスト教材を購入して自宅学習する必要があります。 
        テキストは申込後、自宅宛に送付いたします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

※本事業はスポーツ振興くじ助成金を受けて実施しています。 

公益財団法人日本体育協会公認アシスタントマネジャー資格取得について 
 
 本講習（該当科目）をすべて受講修了した者の内、下記の条件を満たすことにより、公
益財団法人日本体育協会公認アシスタントマネジャー資格を取得することができます。 

(1) 公認アシスタントマネジャー専門科目検定試験を受験し合格する。 
(2) 「公認スポーツリーダー養成講座（NHK 学園）」を受講し、共通科目Ⅰを修了する。

但し、日本体育協会公認スポーツ指導者資格等を有する者は共通科目Ⅰの講習・試験
がすべて免除となります。 

  ※「公認スポーツリーダー養成講座（NHK 学園）」を受講する方は、各自でＮＨＫ学
園への申込が必要です。ＮＨＫ学園受講料 24,680 円 

 (3) 上記(1)、(2)が終了した方は、所定の書式により資格取得申請書と申請料（3,240 円）
を添えて各自でスポーツ保健課に申込み、スポーツ保健課から日本体育協会に申請し
ます。 

  ※申請書は、セミナー終了時に希望者に配布いたします。 
 (4) 申請後、日本体育協会より「修了証明書」が送付されます。 
 (5) その後、日本体育協会より資格登録申請の案内（７月と１月）があります。案内に従

い手続きをすると、公認アシスタントマネジャーとして認定されます。その際、登
録料 13,000 円（４年間）が必要となります。 



9:00 受　付
9:15 開　講　式

15:30
休　憩

15:15
休　憩

16:30
閉　講　式

検定試験

［講義］
　［クラブの運営］
　　　　　～運営の実際事例Ⅰ～

NPO法人希楽々　理事長・ゼネラル
マネジャー
　　　　　　渡　辺　優　子　氏

［講義］
　［クラブの運営］
　　　　　～運営の実際事例Ⅱ～

NPO法人希楽々　理事長・ゼネラル
マネジャー
　　　　　　渡　辺　優　子　氏

［講義・演習］
　［クラブのつくり方］
　　　～コミュニケーションスキル～

　株式会社スポーツクロス　代表

　　　　　　　湊　　　岳　　氏

［講義・演習］
　［クラブのつくり方］
　　　～ロジカルシンキング～

　株式会社スポーツクロス　代表

　　　　　　　湊　　　岳　　氏

［講義］
　［クラブマネジャーの役割］
　　～ファシリテーションとは何か～

  日本ファシリテーション協会 　理事
　　　　　　　　中　西　百　合　氏

［演習］
　［クラブマネジャーの役割］
　　～ファシリテーションの実際～

　日本ファシリテーション協会　理事
　　　　　　中　西　百　合　氏
 

15:45

休　憩

講義Ⅲ

18:45

8:15

8:30

15:30

12:30 11:30

講義Ⅴ

講義Ⅳ講義Ⅰ
［講義］
　［クラブの運営］
　　　　　～施設の管理と運営～

　REGISTA.LLP　代表

　　　　　　谷　塚　哲　氏

12:1513:30

［講義］
　［総合型地域スポーツクラブの現状］
　　　～総合型クラブのビジョン～

　総合型地域スポーツクラブの在り方に
　　　　　　　　　　　　関する検討会議　委員

　　　　　　松　田　　雅　彦　氏

講義Ⅱ

【平成２９年度　総合型地域スポーツクラブ　マネジャー養成セミナー　日程表】

６月１７日（土曜日） ６月１８日（日曜日）

9:30
［講義］
　［クラブの運営］
　　　　～人・組織のマネジメント～

　REGISTA.LLP　代表

　　　　　　谷　塚　哲　氏

受　付

［講義］
　［総合型地域スポーツクラブとは］
　　　～総合型クラブのミッション～

　総合型地域スポーツクラブの在り方に
　　　　　　　　　　　　関する検討会議　委員

　　　　　　松　田　　雅　彦　氏

休　憩



県スポーツ保健課 宛     このままお送りください。 
fax:023-630-2893                             申込締切：平成２９年６月８日 

 

平成２９年度山形県総合型地域スポーツクラブマネジャー養成セミナー申込用紙 

 

フリガナ  性  別 男 ・ 女 

氏  名  生年月日（西暦）   年   月   日

所  属  役  職  

住  所 〒 

連 絡 先 自宅： 携帯： 

日体協公認資格 

更新講習 

□希望する ※ 注意：3 時間以上の講義を受ける必要があります。   

 

 

資格名：                  資格番号：           

部分受講 
□希望する（希望する講義に丸をつけてください。講義Ⅰ・講義Ⅱ・講義Ⅲ・講義Ⅳ・講義Ⅴ）

 ※ 注意：修了証は発行しません。検定試験も受けることはできません。 

 
１．公益財団法人日本体育協会公認アシスタントマネジャー資格取得について 

検定試験 

開催日 会  場 

６月１９日（日） 県スポーツ会館大会議室 

資格取得 □希望する     □希望しない 

 
２．１で「希望する」を選択された方で、公益財団法人日本体育協会の公認スポーツ指導者資格、スポー

ツリーダーの有無（資格を保有している方は、スポーツリーダー認定番号、公認スポーツ指導者登録番号）

有効期限を下記の表にご記入ください。 

スポーツリーダーまたは 
公認スポーツ指導者資格 

□あり      □なし 

公認スポーツ指導者資格登録番号  有効期限 年    月

スポーツリーダー認定番号  

スポーツリーダー養成講座 

受講中または受講予定 
□あり（終了予定   月）   □なし 

※ 上記記載の個人情報は本事業の目的以外に使用する事はありません。（名簿作成等）また、資格認定手

続きに必要な項目になります。必ずご記入ください。 
※ 送付先：県スポーツ保健課  担当：須貝 
      〒９９０－８５７０ 山形市松波二丁目８番１号 
      Tel：０２３－６３０－２８９４ Fax：０２３－６３０－２８９３ 


