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スポーツ指導者協議会報 Ｎｏ．３７(平成 27 年 3月 27 日) 
発行 群馬県スポーツ指導者協議会(会長 大谷 創) 

 

会長挨拶 群馬県スポーツ指導者協議会会長 大谷 創 

     (群馬県スポーツ協会 理事 生涯スポーツ推進委員：陸上競技) 

 日頃からスポーツ指導者協議会の運営、活動にご理解とご協力をいただき感謝申し

上げます。平成２５年度、２６年度と群馬県スポーツ指導者協議会会長として、皆様

と力を合わせ会の振興を進めてきました。群馬県スポーツ指導者協議会は、県内の日

体協公認スポーツ指導者すべてが会員です。会員の皆様の相互の連帯と資質向上・指

導力の向上・本県スポーツの普及発展に向けて活動しております。登録指導者の方々

が十分に力を発揮できるよう、指導者の活用に向けて研修会や事業を展開してきました。 

県スポーツ協会におきましても、県民総スポーツ推進事業の一環として、各種事業を実

施してきました。 第６９回国民体育大会においても、天皇杯得点が目標の１１００点

を超え第１４位と多くの競技で多数の入賞者を出すことができました。これも、ひとえに公認スポーツ

指導者の皆様のご尽力の賜物と考えております。今後とも、群馬県スポーツ指導者協議会として、公認

スポーツ指導者活用事業など、各種事業を行って行きますので、ご協力よろしくお願いします。 
 

群馬県スポーツ指導者協議会の活動報告 

○平成２６年度公益財団法人日本体育協会公認スポーツ指導者等表彰者 
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○平成２６年度 群馬県スポーツ指導者協議会事業 

期　　　　　日 会　　　　場 摘　　　要 備　　　考

監査 平成２５年度会計監査 ５月１５日(木) 県総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 平成２５年度会計監査 庄司監事・佐藤監事　出席

第１回理事会 ５月２３日(金) 県総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ
･平成２５年度事業・収支決算報告
･特別事業積立金について

出席２０名　委任状１４名

第２回理事会 ２７年３月６日(金) 県総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ
･平成２７年度事業計画･予算(案)
･スポーツ指導者協議会規約の変更
･平成２７･２８年度役員選出

出席２４名　委任状９名

第１回総務部会 ５月１５日(木) 県総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 平成２６年度第１回理事会審議事項について ６名出席

第２回総務部会 ２７年２月６日(金) 県総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 平成２６年度第２回理事会審議事項について ５名出席

第１回研修部会 ６月下旬 県総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 開催なし
第１回広報部会 １１月中旬 県総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 開催なし
全国スポーツ指導者
連絡会議

１２月１２日（金） シダックスホール 代表委員　梅山　友久

第１回関東ブロック
指導者協議会

６月１７日（火） 岸記念体育会館
代表委員　梅山　友久
（事務局　青木）

第２回関東ブロック
指導者協議会

１２月１２日（金） 岸記念体育会館 代表委員　梅山　友久

広 報 会報３７号発行 ３月２７日（金） 県ス協ホームページ掲載 県ス協ホームページ掲載

研修会
全国スポーツ指導者研
修会

１２月１３日（土）
ガーデンシティ
品川（東京）

希望者 ３名

指導者
日本体育協会公認ス
ポーツ指導者活用事業

　 　 希望団体 希望なし

参　考

第１回指導者研修会 ７月１２日（土） 県総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ

虎ノ門協同法律事務所
弁護士　望月　浩一郎
群馬大学教育学部
教授　上條　隆

参加者１４６名

第２回指導者研修会 １１月１５日（土） 県総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ

髙木総合法律事務所
弁護士　髙木　宏行
前橋育英高等学校サッカー部
監督　山田　耕介

参加者１１９名

表　彰 公認ｽﾎﾟｰﾂ指導者表彰式 １２月１３日（土）
ガーデンシティ
品川（東京）

受賞者８名

米山文雄、代田玲子、
中野敏明、髙橋良枝
宮澤美和、堀越保、
長谷川淳、山田昇司

指導者
養成

受講者のべ７１名

平成２６年度群馬県スポーツ指導者協議会事業報告
事　　業　　名

理事会

部 会

研修会

指導者養成　（軟式野球・弓道）
上級指導者養成専門科目（弓道）

諸会議

 
【資料：競技団体の指導員養成講習会の実施】 

 平成１８年度 ハンドボール、陸上競技 平成１９年度 ソフトテニス、なぎなた、空手道、陸上競技 

 平成２０年度 バレーボール、ソフトボール、テニス、バドミントン、弓道、陸上競技 

 平成２１年度 弓道、バレーボール 

 平成２２年度 空手、バドミントン、ゲートボール 

        平成２３年度 山岳、弓道、ソフトテニス、軟式野球、アーチェリー、ソフトボール、バレーボール、陸上競技 

 平成２４年度 ホッケー、軟式野球、フェンシング、弓道 

        ＊バドミントンが独自開催、陸上競技は、中央競技団体が主催することになった。 

 平成２５年度 軟式野球、弓道 ＊サッカーが独自開催 

 平成２６年度 軟式野球、弓道 

○上級指導員養成講習会（専門科目）の実施 

平成２０年度 水泳競技、剣道 、 平成２３年度 弓道、山岳 、 平成２５年度 弓道 

平成２６年度 弓道 

 

○日本体育協会公認スポーツ指導者活用事業要項（抜粋） 

（１）補助対象事業：日本体育協会公認スポーツ指導者によるスポーツに関する活動 

（２）補助の内容 

 ・上記の事業であること。 

 ・事業の企画立案者が群馬県スポーツ指導者協議会(以下指導協という)の会員であること。 

 ・申請者が指導協理事であること。 

 ・原則として、指導協の予算の範囲内で行う。 

 ・補助金の使途は、謝金とする。 

（３）申請のながれ 

 群馬県スポーツ指導者協議会→（メール）→ 群馬県スポーツ指導者協議会理事 

  → 群馬県スポーツ指導者協議会会員（日本体育協会公認スポーツ指導者） 

  → 群馬県スポーツ指導者協議会理事→（メール）→ 群馬県スポーツ指導者協議会 

 ＊詳しい要項や申請様式は群馬県スポーツ協会のホームページからダウンロードできます。 
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○公認スポーツ指導者研修会 

第１回群馬県スポーツ指導者研修会  於：群馬県総合スポーツセンター  H26.7.1(土) 

時間 講演 講演テーマ 講師 

9:00 受付 
名簿ﾁｪｯｸ・資料配付 受付場所：本館一階正面玄関ロビー 

大塚製薬ｻｰﾋﾞｽ品配布   

9:30 開講式 
挨拶： (公財)群馬県スポーツ協会 

   群馬県スポーツ振興センター 

理事長 野本 彰一 

所 長 星野 寛一 

9:50 情報提供 「水分補給について」 大塚製薬(株) 

10:30 講演Ⅰ 
「スポーツ界の暴力行為行 

根絶について」 

虎ノ門協同法律事務所 

弁護士 望月 浩一郎 

12:00 休憩 昼食   

13:00 講演Ⅱ 「子どもの体力向上を目指して」 
群馬大学教育学部 

教 授 上條  隆 

14:40 閉講式    

15:00 終了 修了証発行  
 

第２回群馬県スポーツ指導者研修会  於：群馬県総合スポーツセンター  H26.11.15(土) 

時間 講演 講演テーマ 講師 

9:00 受付 
名簿ﾁｪｯｸ・資料配付 受付場所：本館一階正面玄関ロビー 

大塚製薬ｻｰﾋﾞｽ品配布   

9:30 開講式 
挨拶： (公財)群馬県スポーツ協会 

   群馬県スポーツ振興センター 

理事長 野本 彰一 

所 長 星野 寛一 

9:50 情報提供 「水分補給について」 大塚製薬(株) 

10:30 講演Ⅰ 
「スポーツ界の暴力行為 

        根絶について」 

高木総合法律事務所 

弁護士 高木 宏行 

12:00 休憩 昼食   

13:00 講演Ⅱ 

「前橋育英高等学校サッカー部 

全国制覇までの歩みと今日」 
～スポーツ指導者としての 

コミュニケーションスキルの重要性～ 

前橋育英高等学校サッカー部 

監 督 山田 耕介 

14:40 閉講式    

15:00 終了 修了証発行  

 

○群馬県スポーツ指導者協議会だより 

 役員任期の２年が終了します。県スポーツ指導者協議会の活動にご協力ありがとうございました。 

 公益財団法人日本体育協会公認のスポーツ指導者の皆様は、当協議会の会員となっています。群馬県

は、各団体が指導者の育成を行い、団体の系列に指導者がいるという形になっています。 

 年に２回の研修会は、公認スポーツ指導者の研修会となっています。その他に独自の研修会等への参

加を義務付けている団体もあります。今後は義務研修を受けない者の更新ができなくなります。また、

各競技団体においては、独自に義務研修を企画開催できるシステムもあります。是非各競技団体におい

ても公認指導者の把握と活用についていろいろなお考えをいただければと思います。公認指導者の活用

は、引き続き２７、２８年度とスポーツ指導者協議会の予算で活用事業を開催します。まだまだ認知度

が低いですが、各指導者の皆様の活動を後押ししていきたいと考えています。 

 群馬県におけるスポーツ指導者の問い合わせ先は、県スポーツ協会や県スポーツ振興センターが窓口

になっています。各競技団体から推薦されて理事になっている方は、県スポーツ協会のマネジメントコ

ーチが選手強化のマネジメントを行う人材であるのと同じく、指導者養成、活用のマネジメントを行う

人材であります。 

群馬県スポーツ指導者協議会の活動に積極的に参加をお願いします。 
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○平成 25・26 年度スポーツ指導者協議会 

協議会役員（順不同） 

役  職 氏名（競技団体：競技団体役職）  

会  長 大谷 創（陸上競技：参与 群馬県スポーツ協会生涯スポーツ推進委員会委員） 

副 会 長 鈴木元一（学識経験 柔道）、茂木十一（バレーボール：副理事長）、 

梅山友久（レスリング：常任理事） 

常任理事 茂木十一（バレーボール：副理事長）   梅山友久（レスリング：常任理事）、 

須田健二（テニス：理事）        佐々木孝文（スキー：副会長） 

滋野文夫（水泳：副理事長）       中村寧孝（陸上競技：事務局長） 

大島和幸（軟式野球：理事）       大場泰子（馬術：理事） 

高橋龍介（サッカー：技術強化委員）   中澤則行（ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ：副理事長） 

理  事 深井靖士（スケート：理事）       石山雅一（ｱｲｽﾎｯｹｰ：競技力向上委員） 

酒井 忠（ホッケー：事務局長）     樋口伸二（ボクシング：理事） 

猿井義彰（体操：副理事長）       新井幸男（セーリング：理事長） 

舟喜信生（ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ ：常任理事）   松本吉久（ハンドボール：常任理事） 

塩田英男（自転車：理事）               上原清司（卓球：副理事長） 

前田和秀（相撲：副会長）               鳥居吉二（柔道：副理事長） 

保坂哲也（ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ ：指導委員会委員長） 大澤裕正（バドミントン：副本部長） 

名雪篤一（弓道：理事長）        神山直三（ライフル射撃：理事） 

柴田幸信（剣道：理事）         角田 守（山岳：副理事長） 

黒沢静男（アーチェリー：副理事長）   大平孝雄（空手道：常任理事） 

滝沢富士夫（銃剣道：理事長）      小熊テルミ（なぎなた：理事） 

小林貴広（ボウリング：常任理事）    久保原早苗（ゲートボール） 

歩行田弘（トライアスロン：監事 H25 年度） 

小平 博（トライアスロン：監事 H26 年度） 

監  事 庄司芳一（バスケットボール：常任理事） 佐藤栄一（ソフトテニス：副理事・事務局長） 

 

専門部員 (○：専門部部長 △：副部長) 

総務部 ○茂木十一 △須田健二 梅山友久 中村寧孝 滋野文夫 佐々木孝文 

研修部 ○梅山友久 △中澤則行 高橋龍介 大島和幸 大場泰子  

広報部 ○中村寧孝 △茂木十一 梅山友久 

 

 

 
 

【事務局】 

前橋市関根町 800 群馬県総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ内 (公財)群馬県スポーツ協会 スポーツ指導者協議会 

TEL027-234-5555(代) FAX027-234-5926  e-mail：g-spokyou@gunma-sports.or.jp 

ホームページ http://www.gunma-sports.or.jp/sidousha/kouninsidousya.html#④ 

 

総合型地域スポーツクラブに関するお問い合わせは、群馬県広域スポーツセンターへ。 


