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スポーツ指導者協議会報 Ｎｏ．３４(平成 24 年 2月 29 日)

発行 群馬県スポーツ指導者協議会(会長 原 時夫)

会長挨拶 群馬県スポーツ指導者協議会会長 原 時夫

(群馬県スポーツ協会生涯スポーツ推進委員会副委員長：ウエイトリフティング)

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。財団法人群馬県体育協会と財団法人群馬県スポーツ振興事業団が合併

し、平成２３年１０月１日より、財団法人群馬県スポーツ協会がスタートしました。

役員の改選、組織の改編が行われ、９つあった各委員会が５つの委員会に統合再編

されました。スポーツ指導者協議会も普及指導委員会から、生涯スポーツ推進委員

会の所掌の中で活動することになりました。スポーツ指導者協議会の活動は今後も、

スポーツ指導者の育成、指導者がスポーツに関する最新の知識の情報を習得し実際

の指導場面に活用できるような資質向上研修会の開催、指導者の情報交換やネット

ワークづくりなど相互交流の機会拡充を図って行きたいと思います。

また、平成２４年度から中学校で武道が必修化になります。施設や指導者の確保が今後の課題です。

施設については国の段階で予算化され国庫補助率も１／２と決定されたようですが、指導者については、

十分とは言えない状況があるようです。大多数のまったくの素人である生徒たちに、怪我や事故を防ぎ

ながら適正な指導を行い、技術はもとより武道の持つ心の醸成までも指導できるような指導者が必要で

す。そのために今後は、学校の教職員はもちろん、地域のスポーツ指導者や団体等の活用も必要になる

でしょう。スポーツ指導者協議会も新たな事業として指導者の資質向上研修会などの支援を行う予定で

すので皆様のますますのご協力をお願いします。

群馬県スポーツ指導者協議会の活動報告

○平成２３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
番号 推薦者氏名 主 な 功 績（推薦理由） 各200字以内で記入

1
入 澤 登喜夫

スキー上級コーチ

１９８０年から２０１１年の今日まで長きに渡り群馬県スキー連盟の競技部門を中
心に地域のスキーの普及及び競技力の向上組織の発展に貢献してきた。１９８５年
片品国体では県代表として出場大学、社会人を通じ１２回の出場、現在群馬県ス
キー連盟競技本部長、全日本スキー連盟競技運営委員として、選手及び指導者育成
に尽力している。

2

三 澤 啓 一
バレーボール指導員
ジュニアスポーツ指導者
アシスタントマネージャー

１９８８年から前橋クラブ（小学生男子）を指導。全日本バレーボール小学生大会
に初出場し、ベスト１６。１９９７年に群馬県ソフトバレーボール連盟設立・２０
０２年に前橋市ソフトバレーボール連盟設立に尽力。それぞれ役員として常任理
事、副理事長、総務委員長等に就任し、バレーボールの普及・振興に尽くしている
功績は多大である。

3
榊 原 久 雄

バスケットボール指導員
ジュニアスポーツ指導者

１９８２年以来３０年弱にわたり吉岡町ミニバスケットボールスポーツ少年団の指
導にかかわり、その間バスケットボール公認指導者資格をはじめ、スポーツ少年団
関係の資格を得て現在に至っている。また、現在はこどもの直接的指導のかたわ
ら、本部長等地域の関係団体の組織のまとめ役も果たしている。

4
新 井 至 光

弓道コーチ

群弓連は永年に亘り県連理事として、また、高校生指導育成に貢献された新井至光を推薦
いたします。1)弓道Ｃ級ｺｰﾁ19年間、2)群馬県ｽﾎﾟｰﾂ指導者協議会理事10年間、3)県連理事
（還暦部会長）11年間、部会の企画運営に携わり発展させました。地元桐生支部にて教室
（弓道）を開設し、会員の増進に寄与いたしました。県立桐生高校弓道部外部指導者とし
て高校生の育成・後進の指導に尽しています。

5
釜 谷 邦 夫

スポーツドクター

1988年から現在まで県スポーツ振興事業団の県民体力つくり相談事業のメ
ディカルチェックへの協力、1992年から現在まで県体育協会で主催するス
ポーツ医科学講演会講師として前橋市他12市町村で貢献している。

6
羽 鳥 幹 子

スポーツドクター

1988年から現在まで県スポーツ振興事業団の県民体力つくり相談事業のメ
ディカルチェックへの協力、1991年から1998年まで県体育協会スポーツ科学
委員会専門委員会メディカル班員で貢献している。

7
斎 藤 知 子

スポーツドクター

1988年から現在まで県スポーツ振興事業団の県民体力つくり相談事業のメ
ディカルチェックへの協力、1992年から現在まで県体育協会で主催するス
ポーツ医科学講演会講師、スポーツ少年団認定員養成講習会講師として貢献
している。
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○平成２３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２２年度会計監査 ５月１９日（木） 県総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 平成２２年度会計監査
庄司監事

・石崎監事 出席

第１回理事会 ５月２７日（金） 県総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ
平成２２年度事業・収支
決算報告・２３～２４年
度役員選出

出席 １９名

委任 １５名

第２回理事会 ３月２日（水） 県総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ
平成２４年度事業計画・
予算（案）・第１回全国
スポーツ指導者連絡会議

第１回総務部会 ５月１９日（木） 県総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ
平成２３年度第１回理事
会審議事項について

出席 ５名

第２回総務部会 ２月８日（水） 県総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ
平成２３年度第２回理事
会審議事項について

出席 ３名

諸会議
第１回全国スポーツ指導者
連絡会議

１２月１７日（土） 立教大学池袋ｷｬﾝﾊﾟｽ 代表委員 鈴木副会長

広 報 会報３４号発行 ２４年２月下旬
県スポーツ協会

ＨＰ掲載

日本体育協会・日本オリン
ピック委員会創立１００周
年記念シンポジウム

７月１５日（土）
ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙ
新高輪

常任理事・理事 参加者２６名

第１回指導者研修会 ７月１６日（土） 県総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ
群馬大学 上條 隆、日本赤

十字社群馬県支部担当者
参加者１２５名

第２回指導者研修会 １１月１９日（土） 県総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ
高崎健康福祉大学 木村

典代、（財）日本ソフト

ボール協会 三宅 豊

参加者７４名

表 彰 公認ｽﾎﾟｰﾂ指導者表彰式 １２月１７日（土）
ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙ
新高輪

推薦者７名・（財）日本
水泳連盟推薦者１名

入澤登喜夫・三澤啓一・

榊原久雄・新井至光・釜

谷邦夫・羽鳥幹子・斎藤

知子・小茂田猛

養 成 受講者２２０名
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

事 業 名

理事会

部 会

研修会

○総合型地域スポーツクラブ育成委員会

○公認スポーツ指導員養成講習会

【参考】

○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

○上級指導員養成講習会の実施

平成２０年度 水泳競技、剣道

平成２３年度 弓道、山岳

総合型地域スポーツクラブに関するお問い合わせは、下記にどうぞ。

群馬県広域スポーツセンター(県総合スポーツセンター内) ０２７－２３４－５５５５(代)
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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 H23.7.16(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： (財)群馬県体育協会

群馬県スポーツ振興センター

事務局長 齊藤 三郎

所 長 鈴木 信弘

9:50
情報提

供
「水分補給について」 大塚製薬(株)

10:30 講演Ⅰ 「子どもの体力向上について」 群馬大学教育学部 教授 上條 隆

12:00 休憩 昼食

13:00 講演Ⅱ 「ケガの応急処置法について」

日本赤十字社救急法指導員

天田豊人、川崎孝行

鎌塚 泉、上村めぐみ

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 H23.11.19(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： (財)群馬県スポーツ協会

群馬県スポーツ振興センター

事務局長 齊藤 三郎

所 長 鈴木 信弘

10:00
情報

提供
「熱中症予防について」 大塚製薬(株)

10:30 講演Ⅰ 「スポーツと栄養について」 高崎健康福祉大学 教授 木村 典代

12:00 休憩 昼食

13:00 講演Ⅱ
「公認スポーツ指導者の役割と心構

えについて」

(財)日本ソフトボール協会 常務理事

選手強化本部長 三宅 豊

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

指導者協議会の役員については、会長は、県スポーツ協会の生涯スポーツ推進委員会副会長に依頼し、

副会長、常任理事は、各競技団体から推薦された理事の中から選ばれます。常任理事は、専門部を組織

し、各事業などの企画運営を事務局とともに行っています。

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。

群馬県におけるスポーツ指導者の問い合わせ先は、県教育委員会や県スポーツ協会が窓口になってい

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 23・24 年度スポーツ指導者協議会

協議会役員

役 職 氏名（競技団体：競技団体役職）

会 長 原 時夫（ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ：会長、群馬県スポーツ協会生涯スポーツ推進委員会副委員長）

副 会 長 鈴木元一（柔道：参与）、林 清（スキー：副会長）

常任理事 茂木十一（バレーボール：副理事長） 中村寧孝（陸上競技：事務局長）

須田健二（テニス：理事） 梅山友久（レスリング：常任理事）

佐々木孝文（スキー：副理事長） 大場泰子（馬術：理事）

滋野文夫（水泳：副理事長） 高橋龍介（サッカー：技術強化委員）

大島和幸（軟式野球：理事） 中澤則行（ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ：副理事長）

理 事 田島節子（空手道：指導普及委員会副委員長）堀越 保（ボート：会長）

永尾澄男（カヌー：理事長） 新井幸男（セーリング：理事長）

小林貴広（ボウリング：競技委員長） 澤野 聡（ボクシング：理事）

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） 佐藤栄一（ソフトテニス：副理事・事務局長）

上原清司（卓球：常任理事） 小熊テルミ（なぎなた：理事）

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：副理事長） 藤多玲象（ライフル射撃：顧問）

小竹照明（剣道：渋川北群馬副支部長） 角田 守（山岳：理事）

滝沢富士夫（銃剣道：副理事長） 久保原早苗（ゲートボール：副会長）

歩行田弘（トライアスロン：監事） 鳥居吉二（柔道：副理事長）

猿井義彰（体操：理事） 篠原 弘（スケート：理事）

監 事 庄司芳一（バスケットボール：常任理事） 石崎久夫（アーチェリー：理事長）

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 (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/contents/club/87/club.html


