平成 28 年度スポーツリーダー養成講習会の開催について（案内）
昨年度に引き続き，標記の講習会が愛媛県体育協会主催で開催されます。
本講習会は NHK 学園が行う通信講座と同等で，本講習会を受講し公認スポーツリーダーの資格
を取得すれば，すでに JBA 公認コーチの資格を取得されている方は JBA 公認 C 級コーチとなりま
す。また，今後 JBA 公認 C 級コーチを取得したい方，さらにステップアップしていく際に，共通
科目Ⅰが免除となります。

[開催期日・場所]
① 西条コース

② 大洲コース

③ 松山コース

期日

平成２８年５月７日（土）・８日（日）の２日日程

場所

西条市総合福祉センター

期日

平成２８年５月２１日（土）・５月２２日（日）の２日日程

場所

大洲市総合福祉センター

期日

平成２８年１０月２２日（土）・１０月２９日（土）の２日日程

場所

テクノプラザ愛媛

[開催要項]

別紙

[申込期限]

①西条コース

申込：平成２８年４月１５日（金）
支払：平成２８年４月２５日（月）

②大洲コース

申込：平成２８年４月２２日（金）
支払：平成２８年５月６日（金）

③松山コース

申込：平成２８年９月１６日（金）
支払：平成２８年９月２８日（水）

参加申し込みは，個人での申し込みとなります。別紙１・２の開催要項および案内をお読みの
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。
以上，余裕のない日程ではありますが，よろしくお願いいたします。
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紙 １
平成 28 年度スポーツリーダー養成講習会開催要項

１．目 的
「公益財団法人日本体育協会公認スポーツ指導者制度」に基づき、地域におけるスポーツグループやサー
クルなどのリーダーとして、基礎的なスポーツ指導や運営にあたる「スポーツリーダー」の養成を目的とし
て開催する。
２．主 催
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
３．参加対象者
１８歳以上の者
４．講習内容
（１）スポーツ少年団の理念とその意義
（２）スポーツ少年団の組織と運営
（３）運動適性テスト
（４）文化としてのスポーツ
（５）指導者の役割Ⅰ
（６）トレーニング論
（７）スポーツ指導者に必要な医学的知識Ⅰ（８）スポーツと栄養
（９）指導計画と安全管理
（10）ジュニア期のスポーツ
（11）地域におけるスポーツ振興
５．開催期日・場所
（１）西条コース
・期日 平成２８年５月７日（土）
・５月８日（日）
・場所 西条市総合福祉センター（〒793-0041 西条市神拝甲 324 番地 2 TEL0897-55-0294）
・定員 ６０名程度（スポーツ少年団認定員受講者も含む）
（２）大洲コース
・期日 平成２８年５月２１日（土）
・５月２２日（日）
・場所 大洲市総合福祉センター（〒795-0064 大洲市東大洲 270 番地１ TEL0893-23-0313）
・定員 ６０名程度（スポーツ少年団認定員受講者も含む）
（３）松山コース
・期日 平成２８年１０月２２日（土）
・１０月２９日（土）
・場所 テクノプラザ愛媛（〒791-1101 松山市久米窪田町 337-1 TEL089-960-1100）
・定員 １００名程度（スポーツ少年団認定員受講者も含む）
６．講師
大学教授・クラブマネージャー・アスレティックトレーナー・スポーツ栄養士・スポーツドクター
スポーツ少年団副本部長
７．参加者負担金
（１）金額 10,000 円
（２）支払い方法
原則、お申込み頂いた方に請求書及び振込用紙を送付いたしますので、下記期日までにお振込みくださ
いますようお願いいたします。※お振込み頂いた後は返金できません。
お支払いを確認した後、事前にテキスト及びワークブック、受験票を本会から直接申込者個人宛てに送
付しますので、自宅学習にご使用ください。講習会当日は、テキスト・ワークブック及び受験票を必ず
ご持参ください。事前に送付されてない場合は、講習会前日までに必ずご連絡ください。
（３）キャンセル料について
※所定の期日（西条コース：４月２５日（月）、大洲コース：５月６日（金）
、松山コース：９月２８日
（水）
）を過ぎて申込みをキャンセルした場合は、返金できませんので、ご注意ください。
８．携行品

①テキスト及びワークブック
②受験票
③筆記用具

９．参加申込方法
（１）申込期限及び支払期限
・西条コース
【申込期限】平成２８年４月１５日（金）
【支払期限】平成２８年４月２５日（月）
・大洲コース
【申込期限】平成２８年４月２２日（金）
【支払期限】平成２８年５月６日（金）
・松山コース
【申込期限】平成２８年９月１６日（金）
【支払期限】平成２８年９月２８日（水）
（２）申込書提出先
公益財団法人愛媛県体育協会事務局
〒790-0843 松山市道後町２丁目９番１４号 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
（３）申込書提出方法
必要事項をご記人の上、上記申込先ヘメール（エクセル形式）
、にてお申込みを行ってください。
10．その他
（１）遅刻・早退は一切認められません。受講中止となりますのでご注意ください。
（２）本講習会の全過程を修了し、検定試験に合格すると「公益財団法人日本体育協会公認スポーツリーダ
ー」として認定されます。
（３）各コースで参加申込みが少ない場合は中止します。なお、実施有無については、本会から通知いたしま
す。
（４）参加申込みにより知り得た個人情報については、厳重に管理いたします。また、目的外の使用や本人の
了解なしに第三者へ個人情報を提供しません。
（５）下記内容に該当する方は、受講する必要はありませんのでご注意ください。
※ 公益財団法人日本体育協会公認指導者資格を有する者（スポーツドクター、スポーツデンティストを
除く）または、公益財団法人日本体育協会講習・試験免除適応コース共通科目修了証明書を有する者
は、公認スポーツリーダー養成コースにおける講習・試験が全て免除となりますので、受講する必要
はありません。
※ 日本スポーツ少年団認定員資格を有する者は、併せてスポーツリーダーとして認定されていますので、
受講する必要はありません。
※ 公益財団法人日本体育協会講習・試験免除適応コース承認校のうち、一部大学・学部の卒業生は、共
通科目Ⅰが免除となりますので、受講する必要はありません。なお、対象の条件については公益財団
法人日本体育協会ホームページをご参照ください。
※ レクリエーションコーディネーター、野外活動指導者(ディレクター1 級)、健康運動指導士を有する者
は、公認スポーツリーダー養成コースにおける講習・試験が全て免除となりますので、受講する必要
はありません。
※
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位
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２８年度スポーツリーダー養成講習会の開催について（案内）

平素より、本会諸事業に対してご尽力を賜り厚くお礼を申し上げます。
さて、標記講習会を別添開催要項及び日程表のとおり開催致します。
つきましては、貴団体管下における参加希望者がおられましたら、期日までに、下記方法で参
加申込み手続きを行うようお願いいたします。
なお、昨年度からカリキュラムに含まれている自宅学習の充実を図るため、参加料の納入を確
認した後、事前にテキスト及びワークブックと、受験票を参加申込者に本会から直接送付するこ
ととしましたので、ご承知願います。
記
１．開催期日・場所
（１）西条コース
期日：平成２８年５月７日（土）・８日（日）
場所：西条市総合福祉センター
〒793-0041 西条市神拝甲 324 番地 2 TEL：0897-55-0294
定員：６０名程度（スポーツ少年団認定員養成講習会受講者も含む）
（２）大洲コース
期日：平成２８年５月２１日（土）・５月２２日（日）
場所：大洲市総合福祉センター
〒795-0064 大洲市東大洲 270 番地 1 TEL：0893-23-0313
定員：６０名程度（スポーツ少年団認定員養成講習会受講者も含む）
（３）松山コース
期日：平成２８年１０月２２日（土）・２９日（土）
場所：テクノプラザ愛媛
〒791-1101 松山市久米窪田町 337-1 TEL：089-960-1100
定員：１００名程度（スポーツ少年団認定員養成講習会受講者も含む）

２．申込期限及び支払期限
西条コース
（申込期限）平成２８年４月１５日（金）
（支払期限）平成２８年４月２５日（月）

大洲コース
（申込期限）平成２８年４月２２日（金）
（支払期限）平成２８年５月６日（金）
松山コース
（申込期限）平成２８年９月１６日（金）
（支払期限）平成２８年９月２８日（水）
３．申込方法

公益財団法人愛媛県体育協会のホームページより参加申込書（エクセル形式）
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
にメールにて、本会事務局までお申込みください。
○愛媛県体育協会ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ URL：http://www.insnet.ne.jp/hp/etaikyo/
ﾄｯﾌﾟﾍﾟｰｼﾞ＞申請書 DL＞「平成２８年度ｽﾎﾟｰﾂﾘｰﾀﾞｰ養成講習会兼ｽﾎﾟｰﾂ少
年団認定員養成講習会の開催について」より申込書がダウンロード可。

４．参加者負担金
（１）10,000 円（テキスト及びワークブック代、日本体育協会認定料等）
（２）支払方法：お申込みいただいた方に請求書をお送りしますので、下記指定口座へお振
込みくださいますようお願いいたします。
振込先口座一覧
銀 行 名 伊予銀行 愛媛県庁支店
預金種類 普通預金
口座番号 １０８５６２１
名 義
公益財団法人愛媛県体育協会
会長 大亀 孝裕
銀 行 名 愛媛銀行 愛媛県庁支店
預金種類 普通預金
口座番号 ３７９２３２７
名
義 公益財団法人愛媛県体育協会
会長 大亀 孝裕
銀 行 名 愛媛信用金庫 本店営業部
預金種類 普通預金
口座番号 １２１０２８４
名
義 公益財団法人愛媛県体育協会
会長 大亀 孝裕

（３）※恐れ入りますが、振込手数料はご負担ください。
※原則、お振込みいただいた後は、お申込みをキャンセルされても、返金できませんの
で、申込内容をよくご確認のうえお手続きくださいますようお願いいたします。
お支払いを確認後は、事前にテキスト、ワークブック、受験票を本会から直接申込者様
個人宛に送付いたしますので、自宅学習にご活用ください。
５．携行品
①テキスト及びワークブック
②受験票
③筆記用具
※①、②につきましては、当日必ずお持ちください。（テキストを活用した講義が行わ
れます。）

６．検定試験について
検定試験は四肢択一形式の試験（テキスト持込み可）
（１）検定試験問題数は５０問とし、６０分間で実施します。
（２）５０問中６割以上正解を合格とします。
（３）本会にて採点を行い、合否については当日通知いたします。
合格者には認定証を発行いたします。
合格に至らない場合は、再試験を実施いたします。
７．その他
・駐車場の台数に限りがある施設もございますのでご注意ください。（お乗り合わせや、
公共交通機関等のご利用をお願いいたします。）
・服装は自由です（実技は行いません）

＜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
〒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

