
 

平成26年度愛媛県スポーツ指導者研修会の開催について（案内） 

 

日本体育協会公認スポーツ指導者の有効期間は４年間と定められており，資格を更新するた

めには，有効期限が切れる６カ月前までに更新のための研修を受けることが義務づけられてお

ります。そのため，本年度も日本体育協会公認スポーツ指導者を対象に，資格更新のための標

記研修会が開催されます。 

 

[開催期日・場所] 

第 1回目：  期日 平成２６年１１月２９日（土） 

場所 テクノプラザ愛媛（テクノホール） 

第 2回目 ：  期日 平成２７年２月１４日（土） 

        場所 テクノプラザ愛媛（テクノホール） 

 

別紙の開催要項等をお読みの上，参加希望者は申込期限に遅れないよう申し込んでください。

（その他にも，愛媛県体育協会のホームページより申込書をダウンロードし，必要事項を記入

のうえ，愛媛県体育協会宛にメール・ＦＡＸ・郵送での申込み，日本体育協会「指導者マイペ

ージ」からの申込みがあります）。 

当協会指導者育成部への申し込み締め切りは，愛媛県体育協会への申し込み締め切りより早

めております。必要事項をメールにて下記アドレスまでお申し込みください。 

以上，よろしくお願いいたします。 

  

・開催要項  別紙 

・必要事項  〒，住所，氏名（漢字・カナ），登録番号，参加申込日（以上必須） 

・申込期限  第1回目   平成２６年９月２２日（月）１７時 

第2回目   平成２７年１月  ５日（月）１７時 

 

 ・申込先   愛媛県バスケットボール協会指導者育成担当  水 崎 一 良 

        mizusaki@gen.yuge.ac.jp 

 

 

 

 

 

mailto:mizusaki@gen.yuge.ac.jp


 別 紙  

 

２６えひめ体協第213号 

平成２６年８月２９日 

 

加盟団体会長 様 

 

公益財団法人愛媛県体育協会 

        会 長  大 亀  孝 裕 

( 公  印  省  略 ) 

 

平成２６年度愛媛県スポーツ指導者研修会の開催について(ご案内) 

 

 時下、ますますご健勝のことと存じます。 

 平素より、格別のご高配を賜り心よりお礼を申し上げます。 

 さて、日本体育協会公認スポーツ指導者の有効期間は４年間と定められており、資格を更新

するためには、有効期限が切れる６カ月前までに更新のための研修を受けることが義務づけら

れております。そのため、本年度も日本体育協会公認スポーツ指導者を対象に、資格更新のた

めの標記研修会を別紙要項のとおり開催することにいたしました。 

 つきましては、貴団体に所属するスポーツ指導者に連絡をいただき、参加希望者を取りまと

めのうえ、参加申込書を期日までに本会までお送りいただきますようお願いいたします。なお、

研修会は「えひめ国体指導者資質向上講習会」と兼ねて開催します。 

また、本会から別紙のとおり、公認スポーツ指導者に直接案内しておりますので、申し添え

ます。 

 

 

 下記の競技については、本会が開催する標記研修では資格更新の対象になりません。別に定

める研修を受講してください。 

 

 水泳、サッカー、スキー（コーチのみ）、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、クラブマネージャー、プロゴルフ、プロテニス、

職業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。ただし、テニスの指導者については、県体育協会が実施する研修を受講すると、１ポイン

トの実績になります。 

 

 

 

 

 

 

 



記 

 

１．日時・場所  別紙要項のとおり 

 

２．持参品    筆記用具・公認スポーツ指導者登録証（カード） 

 

３．登録手数料  1,000円（当日受付にて納入） 

 

４．申込方法  ①～③のいずれかの方法で申込下さい。 

① 所属競技団体及び市町体育協会を通じての申込み 

        ② 公益財団法人愛媛県体育協会のホームページより申込書をダウンロード 

          し、必要事項を記入のうえ、公益財団法人愛媛県体育協会宛にメール・ 

ＦＡＸ・郵送での申込み 

        ③ 日本体育協会「指導者マイページ」からの申込み 

 

 

 

５．申込締切   【第１回目】 

         平成２６年１０月３１日（金）締切 

         ※申込方法①の所属競技団体及び市町体育協会を通じての申込締切日は 

          平成２６年９月２６日（金）となります。 

 

         【第２回目】 

         平成２７年１月１６日（金）締切 

         ※申込方法①の所属競技団体及び市町体育協会を通じての申込締切日は 

          平成２７年 １月９日（金）となります。 

 

 

６．その他    ① 資格については、資格の有効期限（４年間）の間に、定められた研修会

に１回参加しないと資格は失効されます。   

         ② 定員を超えた場合は、お断りする場合があります。 

         ③ 駐車場はテクノプラザ愛媛別館奥の臨時駐車場をご利用ください。 

         ④ 服装は自由です。 

＜本件に対するお問い合わせ先＞ 

公益財団法人 愛媛県体育協会 担当：松崎 

〒790-0843 愛媛県松山市道後町2-9-14 

ひめぎんホール別館内 

ＴＥＬ：089-911-1199 ＦＡＸ：089-911-0234 

Ｅ-mail：ehime-sports@blue.ocn.ne.jp 



時　間 場　所

12:00～

12:00～

３　後　　援 愛媛県　／　愛媛県教育委員会

日本体育協会公認スポーツ指導者　約100名

≪トップリーダーサミット（講演）≫
　　テーマ  　　『勝負に勝つために今、なすべきこと』
　　講 　師　  　高野　進
                    （東海大学専任教授・北京・ロンドン五輪
　　　　　　　　　　陸上競技日本選手団監督）

13:00
～

14:40

受付

５　開催内容

11月29日（土）

１　目　　的

２　主　　催

４　参 加 者

愛媛県内の日本体育協会公認スポーツ指導者のさらなる資質向上及び活動促進並びに指導者の連
帯感を深め組織的活用を図るため、本研修会を開催する。

公益財団法人日本体育協会　/　公益財団法人愛媛県体育協会

2月14日（土）

第
1
回
目

第
2
回
目

平成26年度愛媛県スポーツ指導者研修会開催要項

　

開催期日 内  容

テクノプラザ愛媛
(テクノホール)

≪講　演≫
　　テーマ　　　『選手中心の考え方をもち、指導者も自分自身を
　　　　　　　　　　知るために学び続けよう』（仮題）
　　講　師     　 伊藤　雅充
　　　　　　　　　（日本体育大学児童スポーツ教育学部准教授）

15:00
～

16:30

≪第4回えひめ国体スポーツ医科学フォーラム（講演）≫
　　テーマ　　　『実力発揮のメンタルトレーニング』
　　講　師　　　 岡澤　祥訓
               　  （奈良教育大学教授）

16：30
～

17：00

≪情報提供≫
　　　　　　　　　　大塚製薬

15:00
～

16:30

16：30
～

17：00

≪情報提供≫
　　　　　　　　　　大塚製薬

≪第4回えひめ国体スポーツ医科学フォーラム（講演）≫
　　テーマ　　　『傷害予防と競技力向上に効果的なコンディショニン
グ』
　　講　師　　　山本　利春
               　 （国際武道大学教授）

13:00
～

14:40

受付

テクノプラザ愛媛
(テクノホール)



更新のための義務研修について 

 

◇概要 

日本体育協会公認スポーツ指導者資格の有効期限は 4 年間と定められており、資格を更新

するためには有効期限が切れる６か月前までに更新のための研修を受けることが義務付けら

れています（公益財団法人日本体育協会公認スポーツ指導者登録規程第 4 条第 2 項）。 

この研修は、単に資格を更新するためだけのものではなく、指導者の皆様がスポーツに関

する最新の知識・情報等を獲得し、国民のスポーツに対するニーズを敏感に捉えて、実際の

指導場面に活用できるようその資質を向上させるとともに、指導者の皆様の情報交換やネッ

トワークづくりなど、相互の交流を図ることを目的として開催しているものです。 

 

主な研修会と問い合わせ先 

研修会名 問い合わせ先 備考 

公認スポーツ指導者全国研修会 

「中高年者のための運動プログラム」に関する

研修会 

 

日本体育協会 スポーツ指導者育

成部 

（TEL:03-3481-2482） 

kenshukai@japan-sports.or.jp 

― 

生涯スポーツ・体力つくり全国会議 

日本体育協会 国内課 

（TEL:03-3481-2215） 

shougai@japan-sports.or.jp 

― 

競技別研修会 中央競技団体 － 

都道府県スポーツ指導者研修会 都道府県体育協会 － 

スポーツプログラマー研究大会 

全国体育施設研究協議大会 

日本体育施設協会 

（TEL:03-3401-7976） 

スポーツプログラマー

のみ 

スポーツ少年団指導者全国研究大会 

日本スポーツ少年団指導者海外研修 

スポーツ少年団認定育成員研修会 

ジュニアスポーツの育成と安全・安心フォーラム 

日本スポーツ少年団 

（TEL:03-3481-2222） 

スポーツ少年団 

指導者のみ 

＊競技別研修会については中央競技団体、都道府県での研修会については都道府県体育協会

へお問い合わせください 

 

◇事務手続き 

中央競技団体（都道府県支部含む）・都道府県体育協会が実施する「更新のための義務

研修」は、すべて登録管理システムを利用した申請が必要になります。



指導者マイページについて 

 

◇指導者マイページとは 

「指導者マイページ」は、インターネット上で登録情報の確認・変更、更新手続きが

行えるインターネットサービスです。 

 

 

◇指導者マイページで出来ること 

（１）登録状況の確認（保有資格、保有状況、有効期限、義務研修受講実績等） 

（２）所属・住所・連絡先変更 

（３）義務研修の検索、申込み 

 ＊検索、申込みは中央競技団体、都道府県体育協会等が義務研修申請時に希望した場

合のみ対応可能となります。 

（４）登録手続き 

 ＊マイページ利用者には郵送に加え、メールでのご案内もおこないます。 

（５）指導者向け情報提供（スポーツジャーナルバックナンバー閲覧等） 

（６）名刺作成サービス（新規） 

（７）公認スポーツ指導者マークダウンロードサービス（新規） 

 

 

◇指導者マイページの登録方法 

①インターネットに接続可能なパソコン・タブレット・携帯電話等、ご自身のメール

アドレス、マイページ ID 通知書もしくは登録内容確認書を用意する。 

②日本体育協会ホームページから「指導者マイページ」にアクセスする。 

③マイページ ID と仮パスワードでログインする。 

④ご自身のメールアドレスとパスワードを登録する。 

⑤登録規程・利用規約等への同意確認をおこなう。 

⑥登録メールアドレスあてに仮登録完了メールが配信される。 

⑦利用開始 

 

＊仮パスワードがご不明な場合は、コールセンター（TEL03-5148-1763）にて

再発行を承ります。 

 

指導者マイページの利用者が増えることで、諸連絡・諸手続きの即時性が高

まるとともに事務負担軽減、コスト削減にもなります。積極的な活用について

ご協力いただきますようお願いいたします。 

 


