令和 4 年度アクティブ チャイルド プログラム(JSPO-ACP)
都道府県普及促進研修会【千葉県①会場】開催要項
（柏の葉公園コース）
1. 趣

旨：
本研修会は、アクティブ チャイルド プログラム(JSPO-ACP)を全国的に周知・普及することを目的とし
て、都道府県スポーツ少年団との共催により開催する。

2. 主

催：公益財団法人日本スポーツ協会日本スポーツ少年団
公益財団法人千葉県スポーツ協会千葉県スポーツ少年団

3. 後

援：スポーツ庁

4. 協

力：一般財団法人千葉県まちづくり公社

5. 会場・期日・定員
1）期日：令和 4 年 11 月 23 日（水・祝）
2）会場：千葉県立柏の葉公園コミュニティ体育館他
3）定員：50 名（最低履行人数：10 名）
6. 対象
(1)スポーツ少年団関係者(指導者、リーダー、役員、スタッフ、育成母集団、保護者)
(2)日本スポーツ協会公認スポーツ指導者
(3)総合型地域スポーツクラブ関係者
(4)幼稚園、こども園、保育所等関係者
(5)教育委員会関係者
(6)スポーツ推進委員
(7)その他
7. 日程・内容
時間

内容

12：20～12：50

受付

12：50～13：00

オリエンテーション
理論編
・子どもの身体活動・運動の意義
・子どもの指導法・指導技術
・子どもの指導に関する実践事例

13：00～14：00
14：00～14：15

休憩・着替え

14：15～16：15

実技編
・運動遊びの紹介
・運動遊びの展開例
・指導のポイント

16：15～16：30

総合討論

16：30

終了

会場

会議室

コミュニティ体育館

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、実技編を座学による動画視聴中心の内容に変更する場合が
あります。
＜講師＞
理論編講師：河田 絹一郎 氏（一般財団法人千葉県まちづくり公社 公園管理グループ 公園緑地課）
実技編講師：北村 寿氏（千葉県スポーツ少年団常任委員・ならしの台アスレティックスポーツ少年団）
助手：北村 夏子氏（千葉県スポーツ少年団指導者協議会運営委員・ならしの台アスレティックスポーツ少年団）

8. 参加料：1 人税込み 1,100 円（テキスト代 550 円含む） ※当日現金支払い
9. 参加申込
1）参加申込：下記申込フォームより参加申込を行ってください。
申込フォーム：https://forms.gle/twjYvGWp6qKziz1e8
2）参加決定： 参加者として決定しましたら、参加決定の旨をe-mailにて連絡します。

申込フォーム

3）参加費のお支払い：当日現金にてお支払ください。
10. 新型コロナウイルス感染症への対応時の留意事項
1） 当研修会は、公益財団法人日本スポーツ協会の「スポーツイベントの再開に向けた感染拡大予防ガイ
ドライン」に基づき開催いたします。
2） 発熱・咳・咽頭痛などの症状がある場合、同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合、政
府により指定される入国後の自宅等待機期間内にある場合等は参加をお控えください。
3） マスクを持参してください。研修会中は、原則マスクを着用してください。
4） 研修会中は、こまめな手洗い、アルコール等による手指消毒を行ってください。
5） 万が一、研修会終了後 7 日間以内に、新型コロナウイルス感染症を発症した場合は、主催者に対して
速やかに報告してください。
6） 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、当研修会を集合形式で開催できる状況にない場合（具体
的には、政府から緊急事態宣言が開催地において適用された場合及び開催地自治体よりこれに準ずる
対策が実施された場合）は中止といたします。その場合にのみ、参加費を返金することといたします。
なお、開催可否について、開催日の 7 日前までに，申込時に登録されたメールアドレスへご連絡いた
します。
11. その他
1） 各会場の申込期間内で先着順とし、定員を越えた場合はその時点で締め切ります。
2） 参加申込にあたって収集した個人情報は参加可否（内定・決定）の通知・関連資料の送付を目的に使
用します。この個人情報は、参加者の同意なしに、第三者に開示・提供することはありません（法令
などにより開示を求められた場合を除く）。
3） 事務局が撮影した写真（開催報告・記録用に撮影した写真を含みます）等が、千葉県スポーツ少年団
広報誌および関連ホームページ等で公開されることがあります。
4） 集合形式による参加者を被保険者として傷害保険に加入します。
5） 参加者には、アクティブ チャイルド プログラムJSPO-ACP（ガイドブック）とその他関係資料を当日
配付します。
6） 実技を行いますので、以下を忘れずにお持ちください。トレーニングウエア（運動できる服装）／ス
ポーツ活動用シューズ（室内用）／健康保険証（原本）※ 休憩時間が短いため、トレーニングウエア
（運動できる服装）でご来場することをお勧めします。
7） 地震・台風・火災等などの天災、感染症、テロ、第三者からの指示・命令、その他不可抗力により開
催を中止する場合は、申込時に登録されたメールアドレスに連絡いたします。
12. この研修の参加により、公益財団法人日本スポーツ協会公認スポーツ指導者資格の更新研修を修了したこ
とになります。ただし、次の資格については、更新研修を修了したことにはなりません。
[水泳、サッカー、スキー・スノーボード、テニス、バスケットボール、バドミントン、剣道、空手道、
バウンドテニス、エアロビック（コーチ 4 のみ）、チアリーディング（コーチ 3 のみ）
、スクーバ・ダイビ
ング、プロゴルフ、プロテニス、プロスキー、オリエンテーリング、スポーツドクター、スポーツデンテ
ィスト、アスレティックトレーナー、スポーツ栄養士、クラブマネジャー]（2022 年 10 月 1 日現在）
＜お問合せ先＞公益財団法人千葉県スポーツ協会 千葉県スポーツ少年団（担当：牧野）
〒263-0011 千葉県千葉市稲毛区天台町 323
TEL：043-254-0023 E-mail：cjsa@chiba-taikyo.jp

アクティブ チャイルド プログラム（JSPO-ACP）は、

子どもが発達段階に応じて身につけておくことが
望ましい動きを習得する運動プログラムとして
日本スポーツ協会が開発したプログラムです。
本研修会は子どもたちが楽しみながら積極的にからだを
動かせるJSPO-ACPを理論と実技で学ぶことができる研修会です。
アクティブ チャイルド プログラム
（JSPO-ACP）
についてもっと詳しく知りたい方は
こちらの特設サイトをご覧ください

スポーツ少年団指導者 / 日本スポーツ協会公認スポーツ指導者
総合型地域スポーツクラブ関係者 / 幼稚園、こども園、保育所等関係者
教育委員会関係者 / スポーツ推進委員 など

12：20受付開始
16：30終了

参加料：1,100円（テキスト代550円含む）※当日現金支払い
参加希望の方は申込フォームより参加申込を行ってください。
※申込にあたっては、裏面の詳細も必ずご確認ください。
申し込みはこちら！

主催（公財）日本スポーツ協会・（公財）千葉県スポーツ協会
協力：（一財）千葉県まちづくり公社

■会場・期日・定員
1）期日：令和4年11月23日（水・祝）
2）会場：千葉県立柏の葉公園コミュニティ体育館他
3）定員：50名

アクティブ チャイルド プログラム普及促進研修会
柏の葉公園コース 開催要項

■参加料
1,100円（テキスト代550円含む）※当日現金支払い
■日程・内容
12：20～12：50 受付
12：50～13：00 オリエンテーション
13：00～14：00 理論編（会議室）
・子どもの身体活動・運動の意義
・子どもの指導法・指導技術
・子どもの指導に関する実践事例
14：00～14：15 休憩・着替え
14：15～16：15 実技編（コミュニティ体育館）
・運動遊びの紹介
・運動遊びの展開例
・指導のポイント
16：15～16：30 総合討論
16：30 終了

＜講師＞
理論編講師：河田 絹一郎 氏
（一般財団法人千葉県まちづくり公社
公園管理グループ 公園緑地課）
実技編講師：北村 寿 氏
（千葉県スポーツ少年団常任委員・
ならしの台アスレティックスポーツ少年団）
助手：北村 夏子 氏
（千葉県スポーツ少年団指導者協議会運営委員・
ならしの台アスレティックスポーツ少年団）

■新型コロナウイルス感染症への対応時の留意事項
1. 当研修会は、公益財団法人日本スポーツ協会の「スポーツイベントの再開に向けた感染拡大予防ガイドライン」に基づ
き開催いたします。
2. 発熱・咳・咽頭痛などの症状がある場合、同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合、政府により指定さ
れる入国後の自宅等待機期間内にある場合等は参加をお控えください。
3. マスクを持参してください。研修会中は、原則マスクを着用してください。
4. 研修会中は、こまめな手洗い、アルコール等による手指消毒を行ってください。
5. 万が一、研修会終了後7日間以内に、新型コロナウイルス感染症を発症した場合は、主催者に対して速やかに報告して
ください。
6. 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、当研修会を集合形式で開催できる状況にない場合（具体的には、政府か
ら緊急事態宣言が開催地において適用された場合及び開催地自治体よりこれに準ずる対策が実施された場合）は中
止といたします。その場合にのみ、参加費を返金することといたします。なお、開催可否について、開催日の7日前まで
に、申込時に登録されたメールアドレスへご連絡いたします。
■その他
1. 各会場の申込期間内で先着順とし、定員を越えた場合はその時点で締め切ります。
2. 参加申込にあたって収集した個人情報は参加可否（内定・決定）の通知・関連資料の送付を目的に使用します。この個
人情報は、参加者の同意なしに、第三者に開示・提供することはありません（法令などにより開示を求められた場合を
除く）。
3. 事務局が撮影した写真（開催報告・記録用に撮影した写真を含みます）等が、千葉県スポーツ少年団広報誌および関
連ホームページ等で公開されることがあります。
4. 集合形式による参加者を被保険者として傷害保険に加入します。
5. 参加者には、アクティブ チャイルド プログラムJSPO-ACP（ガイドブック）とその他関係資料を当日配付します。
6. 実技を行いますので、以下を忘れずにお持ちください。トレーニングウエア（運動できる服装）／スポーツ活動用
シューズ（室内用）／健康保険証（原本）※ 休憩時間が短いため、トレーニングウエア（運動できる服装）でご来場する
ことをお勧めします。
7. 地震・台風・火災等などの天災、感染症、テロ、第三者からの指示・命令、その他不可抗力により開催を中止する場合
は、申込時に登録されたメールアドレスに連絡いたします。
■この研修の参加により、公益財団法人日本スポーツ協会公認スポーツ指導者資格の更新研修を修了したことになりま
す。ただし、次の資格については、更新研修を修了したことにはなりません。
[水泳、サッカー、スキー・スノーボード、テニス、バスケットボール、バドミントン、剣道、空手道、バウンドテニス、エアロ
ビック（コーチ4のみ）、チアリーディング（コーチ3のみ）、スクーバ・ダイビング、プロゴルフ、プロテニス、プロスキー、
オリエンテーリング、スポーツドクター、スポーツデンティスト、アスレティックトレーナー、スポーツ栄養士、クラブマネ
ジャー]（2022年10月1日現在）

＜お問合せ先＞公益財団法人千葉県スポーツ協会 千葉県スポーツ少年団（担当：牧野）
〒263-0011 千葉県千葉市稲毛区天台町323
TEL：043-254-0023 E-mail：cjsa@chiba-taikyo.jp

