
2019年 度

公益財団法人日本ソフトボール協会 準指導員養成講習会 実施要項

1.目 自勺

地域において、ソフトボール活動を実施 しているクラブやグループ、スポーツ教室で基礎
的なソフトボール技術や一般的な身体活動の指導にあたリソフトボールの普及および発展に
資するため、本協会準指導員規則に基づき準指導員養成講習会並び検定試験を実施し、指導
者の資質・技術の向上を図る。

2.主管 青森県ソフトボール協会
3.期日

第 1回  2019年 10月 27日 (日 ) 「8時間」 (開講式)

第 2回  2019年 11月  3日 (日 ) 「8時間」
第 3回 2019年 11月 17日 (日 ) 「8時間」
第4回  2019年 11月 24日 (日 ) 「6時間」 (閉講式)

【自宅学習】(レポー トの提出)    「10時間 :計 40時間」

(検定試験 2時間は、集合講習の30時間には含まない。)

4.会場 盛運輸アリーナ (青森県営スケー ト場)

「住所 :青森市大字浜田字豊田地内」 ■L:o17-739-9500
5.受講 。受験資格

(1)受講する年の4月 1日 、満 18歳以上の者
(2)講習・検定試験のすべてを受講・受験すること。
(3)前回の養成講習会で未修了者 (未修得科目)の者で再受講・受験を希望する者
(4)公益財団法人日本体育協会公認指導員養成講習会の共通科目(卜ⅢK学園 :通信講座)を

受講 。受験すること。
6.受講申込方法

受講希望者は、別紙申込書に必要事項を記入の上、下記あて申込書を提出すること。
(申込先)〒 036-8143

住所 : 青森県弘前市富士見台 1丁目5-147
青森県ソフトボール協会 指導者委員会 蝦% 賞

‐ L&FAX 0172-88-3356
(締切り)令和元年 10月 7鯛 )

7.受講者 募集人員は、30名程度
8.講習内容

(1)基礎理論

(2)実  技

(3)指導実習

(4)講習合計時間数 集合講習 (30時間)十自宅学習 (10時間) 計40時間
9.検定委員 。講師

(1)検定委員 青森県ソフトボール協会会長・理事長・指導者委員長が任命する者
(2)講  師 青森県各専門委員長並びにそれに代わる者

10.受講者が持参するもの。
1)受講・受験票
2)実技に必要な用具一式 (グラブ、スポーツゥェア、スポーツシューズ内・外履)

3)筆記用具

(4)保険証(写 し)、 その他、必要と思われるもの

H.諸費用

(1)受講料 (受験料含む)は、 15,000円 (指導教本代含む)

(2)合格時の認定料 3,000円 (認定合格時申請時に納入)

(3)合格時の登録料 2,000円 (認定合格申請時に納入、新規登録のみ)

(4)その他、宿泊費・昼食代等必要と思われるもの。

10時間)別途 7時間の自宅学習
12時間)別途 2時間の自宅学習
8時間)別途 1時間の自宅学習



※上記費用については受講者数 。会場地 。講師等により異なります。

銀行振込口座名 :青森県ソフトボール協会 会長 沼澤 憲三 (ヌ対ワ ケンソ
゛
ウ)

銀行名 :青森銀行 沖館支店  口座番号 : 1001989
※ 振り込みの際ご依頼人のところは、必ず個人名で振り込んでください。

※ 【振り込みが確認できなければ受講いただけない場合があります。】

12.認定・登録手続き

検定合格者は、青森県ソフトボール協会を窓口として、公益財団法人日本ソフトボール協会
へ所定の事務手続き (判定結果報告書・認定合格者申請書・登録申請書等)を行い、完了した

者 (併せて認定料・登録料を納入した者)を準指導員とし、併せて公益財団法人日本体育協会

公認指導員専門科目修了者として認識され、「認定証」「準指導員証」を交付する。

なお、登録による資格の有効期限は最大限4年間、登録料は新規登録のみとし、 1年後の更

新登録の納入はないものとする。また、新規登録後 4年を経過した者については、本協会公認

指導者規定 9条(指導者資格の喪失)が適用され、それ以後の更新は出来ないものとする。

13.資格移行手続き

準指導員資格取得者は同時に公認指導員専門科目修了者となり、その後準指導員資格取得年

度 (登録年度)を含め4年以内にNIIK学園による通信講座 (共通科目I)又はスポーツリー

ダー養成講座のいずれかを受講・受験することが義務付けられております。資格有効期限内に

所定の申し込み方法により手続きを行つてください。

(手順 1)準指導員の方は、NHK学園による通信講座 (共通科目I)ま たは、スポーツリー

ダー養成講座の受講 。受験に申し込む。

(手順 2)受講・受験の申込みが完了した方には、NHK学園より受講の為の「教材」が送ら

れてまいりますので、開封後、教材の確認を行い受講料の納入を速やかに行つてく

ださい。納入後、正式に受講内定者となります。

※受講料納入後のキャンセルやそれに伴う受講料の返金はできませんので、予めご

確認の上手続きを行つてください。

(手順 3)■lHK学園による通信講座(共通科目1)ま たは、スポーツリーダー養成講座に合格し

た方は、その時点で「準指導員 (専門科目)」 及び「NFIIC学園 (共通科目I)」

の両科目が合格し「公認スポーツ指導員資格」の移行審査を希望することを都道府

県協会事務局に報告してください。

(手順4)都 道府県協会事務局は、資格移行審査の申し出があつた場合には、希望者より下記

の書類提出を行い、取りまとめて公益財団法人日本ソフトボール協会事務局まで郵

送のこと。

① 準指導員証 (専門科目)の写し (B5判)。

② 卜ⅢK学園 (共通科目I)又はスポーツリーダー認定(合格)証の写し。

③ 公認スポーツ指導者養成講習会共通・専門科目講習・試験の免除 (修了)

申請書 (本人署名・捺印のもの)。

なお、移行手続きが完了しない準指導員に関しましては、本協会公認指導者規定第 8条 (指

導者資格の喪失)が適用されます。

14.その他

(1)本養成講習会の受講期間は原則として当該年度内に受講・受験すること。

(2)本養成講習会には本協会編 「ソフトボーノイ旨導教本」を使用する。

(3)本養成講習会受講者は、別紙 (様式 1)を 申込先まで提出すること。



公益財団法人日本ソフ トボール協会準指導員養成講習会

講 申 込

※ていねいにご記入下 さい。

私 、 は(公財)日 本ソフトボール協会準指導員資格

規定の定めにより2019年 度の下記講習会の受講を申し込みます。

◇準指導員養成講習会

申込み 日 :  年   月  日

丁

自宅住所

自宅電話 携帯

(ふ りがな)

氏  名 r性別  男  。 女

1本年4月 1日 の年酬

生年月日 昭和 0平成  年  月  日生 年齢:満   歳

例※登録チーム所属 (チーム・支部・高体連。中体連・スホ
・
小 。その他 )

所属等 (チーム名):

勤務先名称 :_
勤務先電話 :

指 導 教 本 :※新教本 (レポート作成に必衰)1.購入する。 2.購 入 しない。

※この用紙にご記入頂きましたお名前 。生年月日・ご住所などの情報は、ソフ トボール

協会において管理 し今後指導者養成に関わる諸連絡にのみ利用させて頂きますことを予

めご承知おきください。

青森県ソフ トボール協会


