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東京都スポーツ指導者協議会
副会長 山田龍彦氏ご挨拶

抱負を語る山田副会長
新年明けましておめでとうございます

http://tssk.tokyo/

指導者が登録しています。日本体育
協会スポーツ指導者手帳には各都道
府県体育協会にスポーツ指導者協議
会を設置し協議すると定めている。
我々指導員は日々変わりつつある各
競技の指導方法や育成目的、タレン
ト発掘事業などを勉強していかなく
てはならないのです。各競技団体で
手の回らない小学校、中学校、高等
学校などの部活道や地域のスポーツ
サークル、総合型スポーツクラブの
スポーツ指導、地域住民へのスポー
ツ参加イベントなどまだまだ沢山活
動は行政とタイアップしていけばあ
ります。東京都は日本の中心です。
新規資格取得者と継続手続きをとっ
た人たちが自動的に会に入会してい
ただく方法で、本来の目的に沿った
活動ができるのではないでしょう
か？数多くの勉強会や研修会によっ
て会員のキャリアの向上ができるの
ではないでしょうか。
山田拝

2018年の年頭にあたり一言ご挨拶申
し上げます
現在副会長を仰せつかっています山
田龍彦です。平成元年に現在の育成
制度になって 30 年が経ちました。私
自身も 30 年前に入会して活動を続
けて来ました。今、また制度改革を
行って新たなものを作ろうとしてい
ます。国民の運動習慣の向上で健康
年齢の若年化が進み、医療費の抑制
や介護年齢の高齢化を押さえるには
国民が積極的に運動をしていかなく
ては実現できません。その運動を指
導するための指導員育成制度は必要
です。一度資格審査に合格すれば後
は 4 年に一度の１日研修(7 時間)で
終りです。今後も変わらないのなら
ば、また同じ 30 年がたつだけです。
体育協会と各種目競技団体に会費を
半分ずつ支払うだけの育成事業にな
ってしまいます。競技団体はその種
目の強化と育成(アスリート育成が
目的)であり、体育協会(各都道府県
体育協会所属のスポーツ指導者協議
会)は国体を中心に競技力向上とジ
ュニア育成などの多種にわたり活動
しています。東京都には約２万人の
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講演Ⅰ ｢暴力をはじめとした半倫
理的行為の根絶｣講師 山田彦氏当
協議会副会長
講演 Ⅱ｢スポーツ指導における声の
かけ方講師 綿貫美也子氏日本ペッ
プトーク普及協会

2017.11/5
FORUM８於
第 3 回東京都スポーツ指導者研
修会講演Ⅰ ｢指導者の体罰等｣
講師 山田龍彦氏 東京都スポ
ーツ指導者協議会副会長
2017.11/19～20
関東ブロックスポーツ指導者協議会
研修会 山梨県石和町於

支えるというｽﾎﾟｰﾂとの関わり方
「スポーツボランティア」
2017.12/8
全国スポーツ指導者連絡協議会
公財日本体育協会主催
新制度における指導者資格の概要
2019 年から運用

平成29年度事業経過報告の詳細は
http://tssk.tokyo/に掲載

2017.7/19
オリンピックセンター於
東京都スポーツ指導者勉強会 テー
マ「ボーイスカウトとジュニア―育
成」主催当スポーツ指導者協議会
講師当協議会広報部長藤岡信孝
2017.8/15
オリンピックセンター於
第 1 回東京都スポーツ指導者研修会
テーマ「安全なスポーツ指導」主催
東京都スポーツ指導者研修会共催：
東京都体育協会特別協賛
大塚製薬株式会社情報提供「水分補
給」について
講演Ⅰ「障害者スポーツの現状と課
題、スポーツ指導者の関わり方」講
師 公益財団法人東京都障害スポー
ツ協会地域スポーツ振興課長藤田勝
利氏
講演Ⅱ「暴力と体罰をなくすために
アンガーマネージメント」講師 山
田龍彦氏当協議会副会長
2017.9/9
第 2 回東京都スポーツ指導者研修会
トヨタドライビングスクール於
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入会のご案内申込書もこちら

ミニ情報
2018年4月1日付で名称を「(公財)日本
体育協会」から「公益財団法人日本ス
ポーツ協会」（英文表記：Japan Spo
rt Association）に変更になります。
また「国民体育大会」の名称について
は「国民スポーツ大会」に変更になり
ます。同大会の名称は「スポーツ基本
法」にも規定されており、最終的には
「スポーツ基本法」の改正に準じて変
更になります。
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◆近代スポーツ偉人伝

嘉納治五郎

第 36 号

がある。と言うのも私の兄二人が

武道精神は、身体とともに心を鍛

柔道家であるからだ。幼い頃よく

え、そこで得たものを社会生活に

相手をさせられたことを思い出

応用していくことを旨とする。オ

す。また高段者柔道大会・形試験

リンピックの理念以上に発展的で

に出る兄を講道館に応援に行き、

あった。嘉納の武道精神は「精力

嘉納治五郎先生の銅像の傍で写真

善用・自他共栄」それを実生活に

を撮った想い出がある。道場内部

生かすことによって、社会の発展

の正面には遺影があり厳しさの裏

に貢献することであった。1964 年
東京オリンピックで柔道が正式種
目となった。これを起点に世界の
「Judo」に発展したのは間違いな

1860年10月28日兵庫県御影（現神戸
市）に誕生
1881 年 7 月 東京大学文学部政治学
及び理財学卒業
1882 年 1 月

学習院講師

台東区下谷稲荷町・永昌寺
内に講道館創設 東京大
学文学部道義学及び審美
学科卒業
1885 年 4 月

学習院幹事兼教授

1891 年 8 月

第五高等中学校長
(現熊本大学)

1893 年

高等師範学校長
(現筑波大学)

1898 年 6 月
1909 年
1911 年

文部省普通学務局長
国際ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ委員就任

7月

大日本体育協会創設
初代会長

1921 年 3 月

日本体育協名誉会長

1936 年 7 月

IOC 総会（カイロ）に

出席し、第 12 回オリンピック競技
大会（1940 年）を東京に誘致する
ことに成功。米経由(バンクーバ
ー)より帰国の途中、肺炎のため 5
月 4 日太平洋上・日本郵船氷川丸
船中にて永眠、6 日横浜港に喪の
帰朝となる。享年 79 歳。

＊経歴から教育者であり柔道の創
始者であり日本体育の父でもある
嘉納治五郎氏は私にとって親近感

いであろう。
に優しさをも持ち合わせていた人

そして 2020 年東京オリンピック

物と推察できる。柔術と呼んでい

・パラリンピック開催予定である

た古武術三流派の技を取捨し、創

各競技団体の活躍を期待する。

意工夫の技を加え一つにした。ま

(公財)日本オリンピック委員会 HP

た「柔よく剛を制す」の柔の理論

オリンピズム加納治五郎略歴より抜粋

(心身共に最大の力を発揮する)を

取材協力公益財団法人

講道館

確立し、柔術ではなく人としての

藤岡記

道を自己完成し社会に貢献する全

◆会費納入のお願い

く新しい柔道を完成させた。
「講道館柔道」は四天王を育てた。
中の一人が西郷四郎六段得意技山
嵐(姿三四郎のモデル富田常男著)
である。そのほか空気投げの三船

2017年度の会費2000円未納の方、納入
をお願いいたします。行き違いにご納
入戴いた会員の皆様にはお詫び申し
上げます。
納

久蔵十段他多数を育成した。
東京高等師範学校長時代体操課を
設置し体育指導者の養成をはかり
「日本体育の父」と仰がれた。
1964 年東京オリンピックから 28

に、「幻の東京オリンピック」と
呼ばれる 1940 年の東京オリンピ
ックである。嘉納治五郎は世界を

道精神とを融合させることを目指
した。オリンピック精神は心身の
調和的な発達を求めたヘレニズム
思想の展開である。一方の嘉納の
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法

動振替します。ご指定のゆうちょ
口座より自動振替させて戴きます。
② 郵貯振替書で納入して下さい。
郵便振替口座番号
００１００－７－２６２２５０
口座名義 東京都ｽﾎﾟｰﾂ指導者協議会
③ 銀行で振込まれる方
みずほ銀行 渋谷支店

普通預金

口座番号 １１７５７９３

駆け回り、オリンピック招致を導
く。嘉納はオリンピック精神と武

方

① 口座登録されている会員は自

年前、東京はすでにオリンピック
招致を成功させていた。それは後

入

口座名義 東京都ｽﾎﾟｰﾂ指導者協議会
④

ゆうちょ銀行で振込まれる方

ゆうちょ銀行 〇一九 店(ｾﾞﾛｲﾁｷﾕｳ
店) 口座番号 ２６２２５０
口座名義 東京都ｽﾎﾟｰﾂ指導者協議会

