
「スポーツクラブ 21 ひょうご」全県スポーツ大会の開催様子「スポーツクラブ 21 ひょうご」全県スポーツ大会の開催様子

全県スポーツサミット全県スポーツサミット
平成25年度｢スポーツクラブ 21ひょうご｣

会　　場 兵庫県民会館　けんみんホール他
〒650-0011　神戸市中央区下山手通4-16-3　TEL 078-321-2131
兵庫県民会館　けんみんホール他
〒650-0011　神戸市中央区下山手通4-16-3　TEL 078-321-2131

対　　象 ｢スポーツクラブ２１ひょうご｣の関係者、スポーツ推進委員、大学・企業関係者、
クラブチーム関係者、市町担当者及び県民等
｢スポーツクラブ２１ひょうご｣の関係者、スポーツ推進委員、大学・企業関係者、
クラブチーム関係者、市町担当者及び県民等

申込期限 平成25年12月 1日（日）平成25年12月 1日（日）

【主催】兵庫県教育委員会　公益財団法人兵庫県体育協会　【主管】「スポーツクラブ21ひょうご」全県連絡協議会
【後援】株式会社神戸新聞社、大塚製薬株式会社（予定）　 【協賛】公益財団法人スポーツ安全協会兵庫県支部
【主催】兵庫県教育委員会　公益財団法人兵庫県体育協会　【主管】「スポーツクラブ21ひょうご」全県連絡協議会
【後援】株式会社神戸新聞社、大塚製薬株式会社（予定）　 【協賛】公益財団法人スポーツ安全協会兵庫県支部

無料無料参加費用 300名300名参加人数

申し込み 下記の参加申込書に必要事項を記入の上、以下に郵送もしくは FAXで送付ください。下記の参加申込書に必要事項を記入の上、以下に郵送もしくは FAXで送付ください。
●｢スポーツクラブ２１ひょうご｣関係者　　→ 各市町クラブ担当課
●企業・大学関係者、スポーツ推進委員他　→ 以下問い合わせ先
●｢スポーツクラブ２１ひょうご｣関係者　　→ 各市町クラブ担当課
●企業・大学関係者、スポーツ推進委員他　→ 以下問い合わせ先

【問い合わせ先 】｢スポーツクラブ21ひょうご｣全県連絡協議会事務局　
〒650-8567　神戸市中央区下山手通5-10-1　兵庫県教育委員会スポーツ振興課　TEL 078-362-3788 FAX 078-362-3959

期　　日 平成25年 12月 15日（日）10：00～ 15：00（受付：9:30～）平成25年 12月 15日（日）10：00～ 15：00（受付：9:30～）

㊗東京 2020 オリンピック・パラリンピック
関西広域連合 2021 ワールドマスターズゲームス
「スポーツクラブ 21ひょうご」　　 これからの 10年

日　　程 時　　間 内　　容 場　　所
　9:30～
10:00～10:30
10:30～12:30
12:30～13:30
13:30～15:00
15:00

けんみんホール(9F)

けんみんホール(9F)

パルテホール他(3F～12F)

開会
開会行事・全体説明
シンポジウム

休憩（昼食）
「交流会」

閉　　会

グラウンド・ゴルフ大会（尼崎市）グラウンド・ゴルフ大会（尼崎市） ソフトバレーボール大会（多可町）ソフトバレーボール大会（多可町） マウンテンボール大会（川西市）マウンテンボール大会（川西市）

「スポーツクラブ 21 ひょうご」全県スポーツ大会は、各クラブからの会費よって運営されています。
平成 25 年度は、県内８地区において全県スポーツ大会が開催されますので、ふるってご参加ください。　

全県スポーツ大会詳細はこちら→http://www.sc21hyogo.jp/modules/pico/index.php?content_id=55

「スポーツクラブ 21 ひょうご」全県スポーツ大会は、各クラブからの会費よって運営されています。
平成 25 年度は、県内８地区において全県スポーツ大会が開催されますので、ふるってご参加ください。　

全県スポーツ大会詳細はこちら→http://www.sc21hyogo.jp/modules/pico/index.php?content_id=55



開会行事・全体説明
　「兵庫県スポーツ推進計画」
（平成24年度策定）の趣旨を踏
まえ、「ひょうごdeスポーツ推
進月間」（10月～11月）を設け、
各種スポーツ大会等を展開した
報告を行います。

交 流 会

シンポジウム

パネリスト
○桑田　健秀（モントリオールオリンピック　バスケットボール日本代表、
　　　　　　　　　NPO法人ピボットフット　理事長）

○寺田　雅裕（ロンドンパラリンピック　水泳選手団監督）
○中阪　雅則（日本体育協会総合型地域スポーツクラブ育成専門委員会中央
　　　　　　　　  企画班班員、海南市教育委員会生涯学習課長）

「東京2020オリンピック・
パラリンピックとこれからの
地域スポーツクラブ」
コーディネータ
◎南木　恵一
　（元富山県広域スポーツセンター）

〈 切 り 取 り 〉〈 切 り 取 り 〉

市町名 所　　属

参加者氏名

連絡先
〒       －
TEL（　　　　　）　　　　　－　　　　　　FAX（　　　　　）　　　　　－

交流会
第１希望 第２希望 第３希望

参 加 申 込 書
1.｢スポーツクラブ21ひょうご｣の関係者

2. スポーツ推進委員  　3. 大学・企業関係者

4. クラブチーム関係者  5. 市町担当者

6. その他（　      　）

1.｢スポーツクラブ21ひょうご｣の関係者

2. スポーツ推進委員  　3. 大学・企業関係者

4. クラブチーム関係者  5. 市町担当者

6. その他（　      　）

※10交流会の希望（Ａ～Ｋ）より、必ず第３希望まで選択してください。※10交流会の希望（Ａ～Ｋ）より、必ず第３希望まで選択してください。

※当てはまるものに全て○を
　付けてください。

■ 事例発表

■ スポーツ体験会

※競技説明の詳細はひょうご広域スポーツセンターHPに掲載→ http://www.sc21hyogo.jp/

希 望 テ ー マ 会　　場 内　容 事例発表団体

A スポーツ推進委員との連携等によるクラブ
の活性化 901号室 ①わがクラブ自慢

②スポーツ推進委員との連携
スポーツクラブ21おおたに
(養父市 )

B 地域と一体となったスポーツクラブ運営 1001号室
①地域ぐるみの組織運営
②自立した財政運営
③伝統文化から多彩な活動

スポーツクラブ21野原
( 宍粟市 )

C オール (All) からエブリワン（Everyone）
へ !! 902号室

①スポーツ推進委員との連携
②阪神南連絡協議会の取組
③芦屋市連絡協議会の取組

浜風スポーツクラブ21
（芦屋市）

D 三木市スポーツクラブ21の現状と障害者
スポーツ 1202号室

①三木市連絡協議会での広報
②市内の14クラブのまとまり
③三木東・三木西の事例

スポーツクラブ21三木東
(三木市 )

E 中播磨地区の実践と交流 7階「亀」 ①全県スポーツ大会について
②中播磨地区各市町の取組

スポーツクラブ21ひょうご
中播磨地区連絡協議会

F
連絡協議会のもつ意義そして存在感
～仲間が集う、安心できる力強い組織をめざして～

「今、語り合わなくして、いつ語り合いますか？今でしょう！」
7階「鶴」

①全市・区連絡協議会のしくみ
②各区連絡協議会の取組
③市連絡協議会の取組
④これからの課題・目標

神戸総合型地域スポーツクラ
ブ全市連絡協議会

G 地域における障がい者スポーツ（今・これ
から） 9階けんみんホール ①地域で取り組まれている障がい者スポーツの事例

②これからの連携・協働に向けた好循環 兵庫県障害者支援課

H

運営団体 スポーツクラブ21ひょうご阪神北地区連絡協議会
種 目 名 ①「室内ペタンク」②「ディスコン」③「ラダーゲッター」
会 場 11階　パルテホール

競技説明
①室内用のペタンク②円盤（ディスク）を投げてどちらのチー
ムがポイントに近づいているかを競う③紐で繋がっている2
個のボールをハシゴに向かって投げ、引っ掛けると得点

Ｊ

運営団体 スポーツクラブ21ひょうご丹波地区連絡協議会
種 目 名 ⑥「クロリティー」⑦「囲碁ボール」⑧「体力測定」※説明省略
会 場 303号室

競技説明
⑥投輪のルール、用具を改良したもの
⑦碁盤を見立てた凹みに、スティックで打ったボールを入れ、
ビンゴを作る競技

Ｉ

運営団体 スポーツクラブ21ひょうご東播磨地区連絡協議会
種 目 名 ④「スポーツ吹き矢」	 ⑤「スーパードライブ」
会 場 10階 ｢福｣	 302号室

競技説明
④息を使って矢を放ち、的を狙って得点を競う
⑤卓球のルール、ラケット、ボールを、初心者でも楽しめる
よう改良して行う

Ｋ

運営団体 スポーツクラブ21ひょうご淡路地区連絡協議会
種 目 名 ⑨「トランポ・ロビックス」
会 場 304号室

競技説明 ⑨エアロビクスにミニトランポリンを取り入れたもの


