
                              平成３０年６月１３日

加盟団体事務局 御中

                        公益財団法人 愛媛県スポーツ協会

平成30年度ボランティアリーダー養成事業について

さて、愛媛県では、スポーツボランティアの楽しさややりがいを実感しながら、全国に通

用する民間ライセンスの取得を応援するとともに、スポーツボランティアを入り口として、今

後も多様な分野で活躍できるボランティア人材の養成とネットワーク化を目指すことを目

的で、標記事業を実施されます。

つきましては、別紙の資料を関係者に広くご周知頂きますようよろしくお願いいたしま

す。

記

１．送付資料 平成30年度ボランティアリーダー養成事業

２．問合せ先 愛媛県 県民環境部 男女参画・県民協働課

          TEL 089-912-2305(内線2305)  FAX 089-912-2444

以上



愛媛県男女参画・県民協働課

愛媛県では、平成 30年度から 3年間、国立大学法人愛媛大学及び特定非営利活動法人日

本スポーツボランティアネットワーク（ＪＳＶＮ）の御協力を得て、「ボランティアリー

ダー養成事業」を実施することとなりました。

近年、スポーツボランティアが広く社会に認知され、各地で開催されるスポーツイベン

トの成否にその活動が大きく影響を与えるようになりました。

平成 29年度に本県で開催されたえひめ国体・えひめ大会におきましても、延べ１万２千

人を超えるボランティアの方々の御活躍が国体等の成功を支える大きな力となり、選手諸

氏の躍進と共に、多くの県民の胸に深い感動をもたらしたことは、記憶に新しいところで

す。

愛媛県と愛媛大学では、この社会貢献活動参加機運の盛り上がりという貴重な機会を逸

することなく、ＪＳＶＮが開発したステップアップ形式のスポーツボランティア育成プロ

グラムを活用し、スポーツボランティアの楽しさややりがいを実感しながら、全国に通用

する民間ライセンスの取得を応援するとともに、スポーツボランティアを入り口として、

今後とも多様な分野で活躍できるボランティア人材の養成とネットワーク化を目指します。

このため、県内にて、次のとおりスポーツボランティア研修会を開催します。研修会の

内容は、「基礎」と「リーダー養成」の２段階です。

基礎研修会は、スポーツボランティア活動の『やりがい』や『楽しみ方』を知る、初心

者向けの内容です（参加費 1,500 円）。

リーダー養成研修会は、一般ボランティアの方々と楽しく充実した活動を行うために、

『役割』や『心得』等のリーダーシップを学ぶ内容となっています（参加費 3,000 円）。

また、研修修了者の方々には「愛媛ボランティアネット」に御登録いただき、ボランテ

ィアイベント関連情報の御提供や、ネットワークづくりにお役立ていただくことを通じて、

ボランティア実践活動への参加促進を図ります。

通常、県外でしか受講できない研修に、身近な場所で参加できる期間限定の貴重な機会

となります。ぜひとも、多くの県民の皆様に御参加・御活用いただきたく、御案内申し上

げます。

【研修会の開催予定】 ※お申込は「スポボラネット」から https://spovol.net/

会　場 研修種別 参加費

H30.6.30 （土） 10：30～17：00 愛媛大学　Ｍ32教室（愛大ミューズ3Ｆ） リーダー養成研修 3,000円

H30.7.1 （日） 9：00～12：00 愛媛大学　Ｍ32教室（愛大ミューズ3Ｆ） 基礎研修 1,500円

H30.7.14 （土） 13：30～16：00 西条市総合福祉センター　研修室２ 基礎研修 1,500円

H30.8.18 （土） 13：30～16：00 愛媛県南予地方局　７階第１会議室 基礎研修 1,500円

H31.1.26 （土） 10：30～17：00 愛媛大学　Ｍ32教室（愛大ミューズ3Ｆ） リーダー養成研修 3,000円

H31.1.27 （日） 9：00～12：00 愛媛大学　Ｍ32教室（愛大ミューズ3Ｆ） 基礎研修 1,500円

日　時

ボランティアリーダー養成事業の御案内

別紙



※研修会のお知らせは、「愛媛ボランティアネット」でも御覧いただけます。

  「愛媛ボランティアネット」ＵＲＬ http://nv.pref.ehime.jp/servlet/Kokai

本県では、近年、官民ともに、大規模スポーツイベントの開催が相次いでおり、平成 32

年度に「日本スポーツマスターズ」が、平成 34年度には「ねんりんピック」が県下で実施

予定となっています。

また、県外に目を向けると、平成 31 年度にはラグビーワールドカップ日本大会が国内

12 都市で、平成 32 年度には東京オリンピック・パラリンピックが首都圏を中心に開催さ

れます。

スポーツ分野のほかにも、災害支援やまちづくり、福祉分野など、人口減少時代の到来

とあいまって、ボランティア人材に係るニーズは、今後益々高まっていくことが予想され

ます。

県では、すべての県民に役割と出番がある地域社会づくりを進めるため、地域の一員と

して活動するボランティアの普及・啓発・人材養成、企業等の社会貢献活動を促進し、住

民主体の地域社会づくりに資することを目指します。

【参考】

特定非営利活動法人日本スポーツボランティアネットワーク（ＪＳＶＮ）とは

  スポーツボランティア文化の醸成を図り、豊かなスポーツライフの形成をめざして、

全国のスポーツボランティア団体のネットワーク化に取り組み、活動情報の共有や

協働事業を推進している特定非営利活動法人です。

東京マラソン等大規模スポーツイベントでの豊富なスポーツボランティア活動実績

を基に、実践に役立つ知識と心構えを盛り込んだステップアップ形式のスポーツボラ

ンティア研修を開発しました。その有用性は広く認められており、東京オリンピック・

パラリンピックやラグビーワールドカップ日本大会の各組織委員会等とも連携・協力

体制をとっています。

   



スポーツボランティア・リーダー養成研修会
～一般ボランティアと共に、楽しく充実した活動をするためのリーダーシップを学ぶ～

近年、スポーツボランティアが広く社会に認知され、各地で開催されるスポーツイベントの成否にその活
動が大きく影響を与えるようになりました。愛媛大学と愛媛県では、ＪＳＶＮが開発したステップアップ形式
のスポーツボランティア育成プログラムを活用し、スポボラの楽しさを実感しながら全国に通用するライセ
ンス取得を応援するとともに、現場で活躍できるボランティア人材の養成とネットワーク化を目指します。

今回開催する『リーダー研修会』は、楽しく充実した活動のために、『役割』や『心得』などリーダーシップを
学ぶ内容です。えひめ国体・えひめ大会でのあの感動を、より充実させてみませんか？

2018年６月30日（土）10:30～17:00
会 場: 愛媛大学M32教室 （愛大ミューズ３F）

（松山市文京町３ 愛媛大学城北キャンパス）

参 加 費 ： 3,000円（テキスト・ライセンス・ストラップ作成等に係る実費。当日会場にて集金。）

定 員： 70名
受講資格： スポーツボランティア・基礎研修会の修了者
申 込： スポボラネットホームページにて受付（2018年6月30日9:00締切）

https://spovol.net/training_programs/detail/?pid=260
主 催： 愛媛大学社会共創学部・愛媛県
共 催： NPO法人日本スポーツボランティアネットワーク（ＪＳＶＮ）

※ 研修修了者は、「愛媛ボランティアネット」にも御登録いただきますので御了承下さい。

１．スポーツボランティア・リーダーの役割
主催者のサポーターとしてイベントの内容、主催者の意図を
理解し、行動する
ボランティア・メンバーの能力を引き出し活かす
的確な指示・判断を行う（※イベントのルールに従って）

２．スポーツボランティア・リーダーの心得：5ヶ条
リーダーとして活動を行うためには、心構えも含めた事前の
準備が非常に重要です

【主な講習内容】 【講師】 (予定)

申し込みサイトQRコード

山中 亮 氏
ＪＳＶＮ講師

愛媛大学 社会共創学部

【お問い合わせ先】 ①，②のいずれでも結構です。
①愛媛大学社会共創学部地域資源マネジメント学科

担当：山中
e-mail: yamanaka.akira.xk@ehime-u.ac.jp
Tel&Fax 089-927-9388

②愛媛県 男女参画・県民協働課県民協働グループ
担当：田所・河野

e-mail: danjokyodo@pref.ehime.lg.jp
Tel :089-912-2305 （県民協働Ｇ直通）



日本スポーツボランティアネットワークとは

スポーツボランティア文化の醸成を図り、豊かなスポーツライフの形成をめざして、
全国のスポーツボランティア団体のネットワーク化に取り組み、活動情報の共有や
協働事業を推進している特定非営利活動法人です。

○スポーツボランティア養成事業
「スポーツボランティアのやりがいや楽しみ方を知る」から
「ボランティア組織のサポート知識」まで、
ステップアップ形式の４つのプログラムで
構成しています。また、受講者には、
自己啓発としてスキルアップ研修会※も
開催しています。（※の研修会は、
現在愛媛県では開講していません。）

○コーディネート事業
「ボランティアを必要とする団体」と「ボランティアに参加したい人」をつなぐ情報提供事業です。スポーツボ
ランティアを必要とする団体情報が全国のネットワーク参加団体を通じて、ボランティア個人に案内されま
す。

○スポーツボランティア周知・啓発事業
スポーツボランティアに関わるそれぞれの立場の人たちが一堂に会し、活動報告や意見交換を行うことで、
これからのスポーツボランティアのあり方を見出し、広く社会に発信します。

スポーツボランティアサミット 国内最大規模でスポーツボランティアに関する様々な情報を発信

スポーツボランティアフォーラム スポーツボランティア組織が協働し、テーマに対する活動報告

スポーツボランティアシンポジウム テーマに対して参加者同士が意見を出し合う

公開講座 旬な話題やボランティアのノウハウ等を提供

スポーツボランティア・リーダー研修会
会場地図（2018年6月30日）

愛媛大学 M32（愛大ミューズ 3F）
(松山市文京町３)

＊ご来場には公共交通機関を
ご利用ください。

＊お車でお越しの際は近隣の駐車場
（100円パーキングなど）をご利用ください。



スポーツボランティア・基礎研修会
～スポーツボランティア活動のやりがいや楽しみ方を知る～

近年、スポーツボランティアが広く社会に認知され、各地で開催されるスポーツイベントの成否にその活
動が大きく影響を与えるようになりました。愛媛大学と愛媛県では、ＪＳＶＮが開発したステップアップ形式
のスポーツボランティア育成プログラムを活用し、スポボラの楽しさを実感しながら全国に通用するライセ
ンス取得を応援するとともに、現場で活躍するボランティア人材の養成とネットワーク化を目指します。
今回開催する基礎研修会は、スポーツボランティア活動の『やりがい』や『楽しみ方』を知る、初心者向け

の内容です。えひめ国体・えひめ大会でのあの感動を、また味わってみませんか？

2018年7月１日（日）9:00～12:00（研修会は11:00まで）
＊研修会終了後ボランティアについての座談会を1時間程度実施します。

会 場: 愛媛大学 M32教室 （愛大ミューズ３F）
（松山市文京町３ 愛媛大学城北キャンパス）

参 加 費 ： 1,500円（テキスト・修了証・ストラップ作成等に係る実費。当日会場にて集金。）

定 員： 70名
受講資格： 中学生以上で、ボランティアに興味のある方
申 込： スポボラネットホームページにて受付（2018年6月27日9:00締切）

https://spovol.net/training_programs/detail/?pid=261
主 催： 愛媛大学社会共創学部・愛媛県
共 催： ＮＰＯ法人日本スポーツボランティアネットワーク（ＪＳＶＮ）

※研修修了者は、「愛媛ボランティアネット」にも御登録いただきますので御了承下さい。

１．スポーツボランティアについて
スポーツ及びボランティアの定義
スポーツボランティアの統計
様々なスポーツボランティアの活動紹介
障害のある人のスポーツ

２．コミュニケーションスキルについて
アイスブレイク、グループワーク

【主な講習内容】 【講師】 (予定)

申し込みサイトQRコード

山中 亮 氏
ＪＳＶＮ講師
愛媛大学 社会共創学部

【お問い合わせ先】 ①，②のいずれでも結構です。
①愛媛大学社会共創学部地域資源マネジメント学科

担当：山中
e-mail: yamanaka.akira.xk@ehime-u.ac.jp
Tel&Fax 089-927-9388

②愛媛県 男女参画・県民協働課県民協働グループ
担当：田所・河野

e-mail: danjokyodo@pref.ehime.lg.jp
Tel :089-912-2305 （県民協働Ｇ直通）



日本スポーツボランティアネットワークとは

スポーツボランティア文化の醸成を図り、豊かなスポーツライフの形成をめざして、
全国のスポーツボランティア団体のネットワーク化に取り組み、活動情報の共有や
協働事業を推進している特定非営利活動法人です。

○スポーツボランティア養成事業
「スポーツボランティアのやりがいや楽しみ方を知る」から
「ボランティア組織のサポート知識」まで、
ステップアップ形式の４つのプログラム
で構成しています。また、受講者には、
自己啓発としてスキルアップ研修会※
も開催しています。（※の研修会は、
現在愛媛県では開講していません。）

○コーディネート事業
「ボランティアを必要とする団体」と「ボランティアに参加したい人」をつなぐ情報提供事業です。スポーツ
ボランティアを必要とする団体情報が全国のネットワーク参加団体を通じて、ボランティア個人に案内さ
れます。

○スポーツボランティア周知・啓発事業
スポーツボランティアに関わるそれぞれの立場の人たちが一堂に会し、活動報告や意見交換を行うこと
で、これからのスポーツボランティアのあり方を見出し、広く社会に発信します。

スポーツボランティアサミット 国内最大規模でスポーツボランティアに関する様々な情報を発信

スポーツボランティアフォーラム スポーツボランティア組織が協働し、テーマに対する活動報告

スポーツボランティアシンポジウ
ム

テーマに対して参加者同士が意見を出し合う

公開講座 旬な話題やボランティアのノウハウ等を提供

スポーツボランティア研修会
会場地図（2018年7月1日）

愛媛大学 M32（愛大ミューズ 3F）
(松山市文京町３)

＊ご来場には公共交通機関をご利用ください。
＊お車でお越しの際は近隣の駐車場（100円

パーキングなど）をご利用ください。



スポーツボランティア・基礎研修会
～スポーツボランティア活動のやりがいや楽しみ方を知る～

近年、スポーツボランティアが広く社会に認知され、各地で開催されるスポーツイベントの成否にその活
動が大きく影響を与えるようになりました。愛媛大学と愛媛県では、ＪＳＶＮが開発したステップアップ形式
のスポーツボランティア育成プログラムを活用し、スポボラの楽しさを実感しながら全国に通用するライセ
ンス取得を応援するとともに、現場で活躍するボランティア人材の養成とネットワーク化を目指します。

今回開催する基礎研修会は、スポーツボランティア活動の『やりがい』や『楽しみ方』を知る、初心者向け
の内容です。えひめ国体・えひめ大会でのあの感動を、また味わってみませんか？

2018年7月１4日（土）13:30～16:00（研修会は15:30まで）
＊研修会終了後、ボランティアについての座談会を30分程度実施します。

会 場: 西条市総合福祉センター 研修室２
（愛媛県西条市神拝甲324-2）

参 加 費 ： 1,500円（テキスト・修了証・ストラップ作成等に係る実費。当日会場にて集金。）

定 員： 50名
受講資格： 中学生以上で、ボランティアに興味のある方
申 込： スポボラネットホームページにて受付（2018年7月10日9:00締切）

https://spovol.net/training_programs/detail/?pid=286
主 催： 愛媛大学社会共創学部・愛媛県
共 催： ＮＰＯ法人日本スポーツボランティアネットワーク（ＪＳＶＮ）

※ 研修修了者は、「愛媛ボランティアネット」にも御登録いただきますので御了承下さい。

１．スポーツボランティアについて
スポーツ及びボランティアの定義
スポーツボランティアの統計
様々なスポーツボランティアの活動紹介
障害のある人のスポーツ

２．コミュニケーションスキルについて
アイスブレイク、グループワーク

【主な講習内容】 【講師】 (予定)

山中 亮 氏
ＪＳＶＮ講師

愛媛大学 社会共創学部

【お問い合わせ先】
愛媛県 男女参画・県民協働課県民協働グループ

担当：田所・河野
e-mail: danjokyodo@pref.ehime.lg.jp
Tel :089-912-2305 （県民協働Ｇ直通）



日本スポーツボランティアネットワークとは

スポーツボランティア文化の醸成を図り、豊かなスポーツライフの形成をめざして、
全国のスポーツボランティア団体のネットワーク化に取り組み、活動情報の共有や
協働事業を推進している特定非営利活動法人です。

○スポーツボランティア養成事業
「スポーツボランティアのやりがいや楽しみ方を知る」から
「ボランティア組織のサポート知識」まで、
ステップアップ形式の４つのプログラム
で構成しています。また、受講者には、
自己啓発としてスキルアップ研修会※
も開催しています。（※の研修会は、
現在愛媛県では開講していません。）

○コーディネート事業
「ボランティアを必要とする団体」と「ボランティアに参加したい人」をつなぐ情報提供事業です。スポーツ
ボランティアを必要とする団体情報が全国のネットワーク参加団体を通じて、ボランティア個人に案内さ
れます。

○スポーツボランティア周知・啓発事業
スポーツボランティアに関わるそれぞれの立場の人たちが一堂に会し、活動報告や意見交換を行うこと
で、これからのスポーツボランティアのあり方を見出し、広く社会に発信します。

スポーツボランティアサミット 国内最大規模でスポーツボランティアに関する様々な情報を発信

スポーツボランティアフォーラム スポーツボランティア組織が協働し、テーマに対する活動報告

スポーツボランティアシンポジウ
ム

テーマに対して参加者同士が意見を出し合う

公開講座 旬な話題やボランティアのノウハウ等を提供



スポーツボランティア・基礎研修会
～スポーツボランティア活動のやりがいや楽しみ方を知る～

近年、スポーツボランティアが広く社会に認知され、各地で開催されるスポーツイベントの成否にその活
動が大きく影響を与えるようになりました。愛媛大学と愛媛県では、ＪＳＶＮが開発したステップアップ形式
のスポーツボランティア育成プログラムを活用し、スポボラの楽しさを実感しながら全国に通用するライセ
ンス取得を応援するとともに、現場で活躍するボランティア人材の養成とネットワーク化を目指します。
今回開催する基礎研修会は、スポーツボランティア活動の『やりがい』や『楽しみ方』を知る、初心者向け

の内容です。えひめ国体・えひめ大会でのあの感動を、また味わってみませんか？

2018年8月１8日（土）13:30～16:00（研修会は15:30まで）
＊研修会終了後、ボランティアについての座談会を30分程度実施します。

会 場: 愛媛県南予地方局 ７階 第１会議室
（愛媛県宇和島市天神町７番１号）

参 加 費 ： 1,500円（テキスト・修了証・ストラップ作成等に係る実費。当日会場にて集金。）

定 員： 50名
受講資格： 中学生以上で、ボランティアに興味のある方
申 込： スポボラネットホームページにて受付（2018年8月14日9:00締切）

https://spovol.net/training_programs/detail/?pid=287
主 催： 愛媛大学社会共創学部・愛媛県
共 催： ＮＰＯ法人日本スポーツボランティアネットワーク（ＪＳＶＮ）

※研修修了者は、「愛媛ボランティアネット」にも御登録いただきますので御了承下さい。

１．スポーツボランティアについて
スポーツ及びボランティアの定義
スポーツボランティアの統計
様々なスポーツボランティアの活動紹介
障害のある人のスポーツ

２．コミュニケーションスキルについて
アイスブレイク、グループワーク

【主な講習内容】 【講師】 (予定)

高尾 都茂子 氏
ＪＳＶＮ講師

園部 さやか 氏
ＪＳＶＮ講師

【お問い合わせ先】
愛媛県 男女参画・県民協働課県民協働グループ

担当：田所・河野
e-mail: danjokyodo@pref.ehime.lg.jp
Tel :089-912-2305 （県民協働Ｇ直通）



日本スポーツボランティアネットワークとは

スポーツボランティア文化の醸成を図り、豊かなスポーツライフの形成をめざして、
全国のスポーツボランティア団体のネットワーク化に取り組み、活動情報の共有や
協働事業を推進している特定非営利活動法人です。

○スポーツボランティア養成事業
「スポーツボランティアのやりがいや楽しみ方を知る」から
「ボランティア組織のサポート知識」まで、
ステップアップ形式の４つのプログラム
で構成しています。また、受講者には、
自己啓発としてスキルアップ研修会※
も開催しています。（※の研修会は、
現在愛媛県では開講していません。）

○コーディネート事業
「ボランティアを必要とする団体」と「ボランティアに参加したい人」をつなぐ情報提供事業です。スポーツ
ボランティアを必要とする団体情報が全国のネットワーク参加団体を通じて、ボランティア個人に案内さ
れます。

○スポーツボランティア周知・啓発事業
スポーツボランティアに関わるそれぞれの立場の人たちが一堂に会し、活動報告や意見交換を行うこと
で、これからのスポーツボランティアのあり方を見出し、広く社会に発信します。

スポーツボランティアサミット 国内最大規模でスポーツボランティアに関する様々な情報を発信

スポーツボランティアフォーラム スポーツボランティア組織が協働し、テーマに対する活動報告

スポーツボランティアシンポジウ
ム

テーマに対して参加者同士が意見を出し合う

公開講座 旬な話題やボランティアのノウハウ等を提供


