
令和４年度公益財団法人日本スポーツ協会公認 

アシスタントマネジャー養成講習会 

専門科目講習会【北海道】開催要項 

 

１．目 的 

総合型地域スポーツクラブ等に必要なマネジメントの基礎的知識を有する人材を育成する。 

 

２．主 催 

公益財団法人日本スポーツ協会 公益財団法人北海道スポーツ協会 

 

３．開催日 

令和４年 8 月 6 日(土)～7 日(日) 

 

４．会 場 

北海道立総合体育センター 北海きたえーる 2F 講堂・視聴覚室 

北海道札幌市豊平区豊平 5 条 11 丁目 1-1 

 

５．日 程 

1 日目：8 月６日(土) 2 日目：8 月７日(日) 

9:00～9:20 受付 9:00～12:00 ケーススタディ(3H) 

9:20～9:30 開講式 12:00～13:00 休憩 

9:30～12:30 地域スポーツクラブとは(3H) 13:00～16:00 ケーススタディ(3H) 

12:30～13:30 休憩 16:00～16:15 休憩 

13:30～16:30 クラブマネジャーの役割(3H) 16:15～17:15 検定試験(1H) 

16:30～16:45 休憩 

16:45～18:45 ケーススタディ(2H) 

 

６．検定試験 

公認アシスタントマネジャー資格の取得を希望する方は、検定試験に合格する必要があります。 

◇共通科目：NHK 学園の課題提出（NHK 学園へ各自で申し込み・支払） 

◇専門科目：筆記試験 50 問(60 分)による判定 ※テキスト持ち込み不可 

 

７．受講料 

◇共通科目：35,000 円（NHK 学園へ各自で申し込み・支払） 

◇専門科目：10,000 円(教材費・検定試験受験料・修了証明書発行料) 

【専門科目受講料振込先】 

北海道銀行 豊平支店 普通 0307330 

公益財団法人北海道スポーツ協会 

※別添の申込書及び受講料の振り込みの両方が確認でき次第、受講決定書及びテキストを送付いたします。 

※申込者と振込口座名が一致しない場合や領収書をご希望の場合はお申し込み後にその旨ご連絡をお願い

いたします。 

 

 

 



 

 

８．申込方法 

◇共通科目：受講者様本人で直接 NHK 学園へお申し込みください。 

       お問い合わせ — 042-572-3151 

https://www.n-gaku.jp/life/course/coaching_assistant 

◇専門科目： 受講条件 — 18 歳以上（令和４年 4 月 1 日現在） 

        定員数  — 最大 50 名程度 

        申込締切 — 令和４年 7 月８日（金） 

        申込方法 — 所定の申込用紙に必要事項を御記入のうえ、郵送、FAX、メールのいずれか

でお申し込みください。（申込時に参加料も併せてお振込みをお願いいたし

ます。） 

        申込先  — 公益財団法人北海道スポーツ協会 生涯スポーツ課 

               〒062-8572 札幌市豊平区豊平 5 条 11 丁目 1ー1 

北海道立総合体育センター内 

        ※ご記載いただきました個人情報は、本講習会の運営上の目的以外には使用いたしません。 

 

９．共通科目の受講免除 

  共通科目の受講の免除希望者は、申込書の免除申請項目に必要事項を御記入のうえ、申請と併せて必ず証

明書類（認定証・修了証等）の写しを提出してください。（添付の無い場合は免除が認められません） 

 

１０．認定及び登録 

（１）公認アシスタントマネジャーとして認定されるには、共通科目及び専門科目修了（検定試験合格）後、

登録申請書の提出及び登録料の納入（登録料 13,300 円（4 年間））が必要となります。登録手続き

が完了した方は、公認アシスタントマネジャーとして認定されます。認定者には、日本スポーツ協会

より「認定証」、「登録証」が発行されます。 

（２）登録による公認資格の有効期限は 4 年間とし、本資格を更新しようとする者は、資格有効期限内に、

公益財団法人日本スポーツ協会の定める研修を受ける必要があります。 

 

１１．その他 

（１）検定試験は８月 7 日（日）に実施いたします。 

（２）同一年度に他の日本スポーツ協会公認資格の受講申込はできません。 

（３）会場の駐車場は利用できません。必ず公共の交通機関等でご来館ください。 

（４）新型コロナウイルスの影響等で予定されていた日程通りの実施が難しい場合、延期（令和 4 年年内を 

予定）となる場合がございます。 

 （５）新型コロナウイルスの感染防止対策については、本会からの通知や会場の指示に従ってください。 

 

 

 

生涯スポーツ課【担当：齊藤】 

TEL：011-820-1706（直通） 

FAX：011-833-0705 

Mail：sougougata@hokkaido-sports.or.jp 

 



日程 8月6日(土) 8月7日(日)

休憩　16：00～16：15

9:00

9:30

10:00

10:30

11:00

◇地域スポーツクラブとは（３H）
＜地域スポーツクラブとは＞

＜地域スポーツクラブの現状＞

9：30～12：30

講師：熊耳　雅美　氏

休憩

12：30～13：30

休憩　16：30～16：45

◇クラブマネジャーの役割（３H）

13：30～16：30

講師：熊耳　雅美　氏

15:00

15:30

16:00

17:00

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

11:30

◇ケーススタディ（３H）
＜クラブの作り方＞
＜クラブの運営＞

9：00～12：00

講師：伊端　隆康　氏

アシスタントマネジャー養成講習会　専門科目講習会【北海道】日程表

令和４年度公益財団法人日本スポーツ協会公認

会場：北海道立総合体育センター　講堂・視聴覚室

19:00

◇ケーススタディ（２H）
＜クラブの作り方＞

16：45～18：45

講師：伊端　隆康　氏

休憩

12：00～13：00

◇ケーススタディ（３H）
＜クラブの運営＞

13：00～16：00

講師：熊耳　雅美　氏

16:30

17:30

検定試験

16：15～17：15

18:00

18:30

開場・受付　9：00
開講式　9：20



＜受講者全員記入欄＞

西暦

月

※必ず捺印してください。

＜共通科目免除希望者のみ記入欄＞

※証明書類の添付がない場合は、共通科目の免除は認められません。

（　　　　　歳）

生
年
月
日年 日

住所・連絡先

（自宅Tel：　　　-　　　-　　　） （携帯Tel：　　　-　　　-　　　）

〒

（E-mailアドレス)

フリガナ

氏名

女

男

㊞

No. 保有資格名 保有

勤務先

名称 連絡先

所在地

（Tel：　　-　　-　　）

〒

申込日　令和　　年　　月　　日

公益財団法人北海道スポーツ協会　御中

専門科目講習会【北海道】申込書
アシスタントマネジャー養成講習会

令和4年度公益財団法人日本スポーツ協会公認

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

免除適応コース共通科目修了証明書取得者

公認スポーツリーダー

公認コーチングアシスタント

公認コーチ1・コーチ2（JFA公認C級コーチ、JBA公認C級コーチを含む）

公認コーチ3・コーチ4（JFA公認B級コーチ、JBA公認B級コーチを含む）

公認教師・上級教師

公認ジュニアスポーツ指導員

公認スポーツ栄養士

公認スポーツプログラマー

公認フィットネストレーナー

公認アスレティックトレーナー

健康運動指導士

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

公益財団法人北海道スポーツ協会　生涯スポーツ課

お申し込み先

日本スポーツ協会
公認資格番号

証明書類の添付
※必ずチェックすること □

郵送

期限：令和4年7月8日(金)必着
E-mail：
FAX：

i-saito@hokkaido-sports.or.jp
011-833-0705

　　　　　　　　　　　　　北海道立総合体育センター内

〒062-8572　札幌市豊平区豊平5条11丁目1-1


