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日本生涯スポーツ学会第 20回大会 開催要項 

 

テーマ：生涯スポーツ振興とスポーツツーリズムの未来 

期日：平成 30年 11月 23（金）～24日（土） 

会場：名桜大学 SAKURAUM、多目的ホール 

主催：日本生涯スポーツ学会 

運営：日本生涯スポーツ学会第 20回大会実行委員会 

後援：沖縄県、沖縄県体育協会、沖縄観光コンベンションビューロー、沖縄県レクリエーション協会、名

護市、琉球大学、沖縄国際大学、沖縄キリスト教学院大学、沖縄大学、名桜大学 

（順不同、すべて予定） 

 

＜大会日程＞ 

11月 23日（金・祝） 11月 24日（土） 
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※予定は変更される場合があります。 

 

【第 20回大会実行委員会】 

委員長 平野貴也（名桜大学） 

委員  東恩納玲代（名桜大学）、神谷義人（名桜大学）、慶田花英太（沖縄国際大学）、 

島袋桂（沖縄キリスト教学院大学）、石原端子（沖縄大学）、辺士名斉朝（名護高校） 

 

〒905-8585 沖縄県名護市字為又 1220-1 

  名桜大学人間健康学部スポーツ健康学科内 

  TEL：0980-51-1048（東恩納研究室） Fax：0980-54-2951 

E-mail：meio.lifelong.sport2018@gmail.com  Facebook：https://www.facebook.com/shospo20/ 

 

【日本生涯スポーツ学会（事務局）】 

 〒731-0192 広島市安佐南区祇園 5-37-1  

広島経済大学内 

TEL／FAX：082-871-1641（松本研究室） E-mail：jp.lifelong.sport@gmail.com 

Home Page：https://jsls.jp/  Facebook：https://www.facebook.com/lifelong.sports/ 
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日本生涯スポーツ学会第 20回大会 基調講演・シンポジウム企画 

 

大会テーマ   生涯スポーツ振興とスポーツツーリズムの未来 

 

基調講演     

タイトル：Research, Lifelong Sport, and Travel: Exploring Pathways to Sustainability 

演者：Thomas Hinch 氏（アルバータ大学、和歌山大学） 

指定討論者＆通訳：伊藤央二 氏（和歌山大学） 

    演者      

シンポジウム   

生涯スポーツの振興に欠かせない要素となっているスポーツツーリズムは多様な広がりを見せて

いる。今後のさらなる生涯スポーツの推進を考えるうえで、ツーリズムをどのように活用し、どのよ

うな活動が必要で、地域社会とどのような関係を築いていくべきなのかを検討することで、今後の生

涯スポーツとツーリズムの方向性を考える。 

  

シンポジスト     金村禎和 氏（沖縄県文化観光スポーツ部） 

荒川雅志 氏（琉球大学） 

森 兵次 氏（ツールド沖縄実行委員長） 

山口泰雄 氏（神戸大学） 

コーディネーター   平野貴也（名桜大学） 

 

大会企画     ワークショップ「スポーツリズムトレーニング」 

          ※学会参加者および名護市民を対象として、スポーツリズムトレーニングの

講習会 

 

エクスカーション （調整中） 

カヌー体験 

ＳＵＰ（スタンドアップパドル）体験 

帆かけサバニ体験 など 

 

 

 

決まり次第お伝えします 

 

【大会に関するお問い合わせ】 

 日本生涯スポーツ学会第 20回大会実行委員会（名桜大学人間健康学部スポーツ健康学科内） 

 委員長 平野貴也（名桜大学） 

 TEL：0980-51-1048（東恩納研究室） Fax：0980-54-2951 

E-mail：meio.lifelong.sport2018@gmail.com（ 

Facebook：https://www.facebook.com/shospo20/  
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大会参加および発表申込み 

 

【送付書類および締め切り】 

 会 員  

1. 大会参加のみ     大会参加申込書（別紙様式①：A欄のみ） 

2. 研究発表者      大会参加申込書（別紙様式①：A欄と B欄） 

               発表抄録（別紙様式②、若手研究発表賞エントリー者は別紙様式②-Y） 

 

締め切り：平成 30年 9月 1日（土）17時 会員の大会発表エントリー締め切り 

 

※ 発表者、共同研究者は、「大会参加申込み」の手続きをお願い致します。 

※ 日本生涯スポーツ学会ホームページ（https://jsls.jp/）の「学会大会」から、大会参加申込書（別紙様式①）

および発表抄録（別紙様式②もしくは別紙様式②-Y）をダウンロードし、必要事項を記入の上、Wordフ

ァイル（Windows版）にて大会事務局（下記）までメールに添付して送付ください。 

※ 発表抄録は、結果までを明記したものに限り受領します。 

※ 発表者は、学会員のみ可能です。年会費未納の方は発表できません。なお、共同研究者は非会員であって

も該当する会員と同様の大会参加費を納入することにより認められます。 

事前に手続きを済ませてください。 

（年会費振込先は、大会参加費納入先と異なります。学会ホームページをご確認ください。） 

 

非会員（一般） 大会（聴講）参加を歓迎します。 

1． 大会・懇親会参加   大会参加申込書（別紙様式①A欄）に必要事項を記入の上、 

メール、ファックス等で、大会事務局（下記）にお申し込みください。 

※ 大会参加、懇親会参加も含め事前にご連絡をお願いします。 

 （事前登録者には大会プログラム・抄録集を配布します。） 

 

締め切り：平成 30年 9月 14日（金）17時 非会員の大会参加申込締め切り 

 

※ 当日参加も可能ですが、事前登録がない場合、大会プログラム抄録集がお渡しできないことがあります。 

 

 

送付先：日本生涯スポーツ学会第 20回大会事務局 

  E-mail：meio.lifelong.sport2018@gmail.com  Fax：0980-54-2951（東恩納宛） 
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【若手研究発表賞について】 

 会則第 3 条に定める目的を促進するために「若手研究発表賞」を授与します。詳細は、以下の通りで

す。若手個人会員の皆様、また研究室所属の大学院生にお勧めいただき、ふるってエントリーいただきま

すようお願いいたします。 

① 対象者     当該年度末（3月 31日）に 35歳未満の者 

② 対象発表    当該年度の学会大会における口頭発表 

③ エントリー   応募は自薦とし、発表申込時に申込用紙（別紙様式①）にて申請してください。 

④ 受賞者の決定  研究企画委員会によって選出された「若手研究発表賞選考委員会」の審査に 

よって決定します。なお、賞は発表者のみに授与します。 

⑤ 表彰      選考委員長が選考経過および選考理由を学会期間中に報告し表彰します。 

⑥ 副賞      3万円 

 なお、事前審査として発表抄録の評価を行います。若手研究発表賞にエントリーされる方は、「別紙様

式②-Y」を使用して発表抄録をご提出ください。また、審査を円滑に行うために、当日は発表資料をかな

らず配布してください。 

 

 

【ポスター発表賞について】（新設） 

 今年度より、学部学生および大学院生によるポスター発表を促進するためにポスター発表賞が新設さ

れます。詳細は下記の通りです。こちらにもふるってエントリーください。 

1. 部門および対象者 

① 学部生部門   単独・共同に関わらずポスター発表を行う学部学生および共同研究者 

② 大学院生部門  ポスター発表を行う大学院生（筆頭者）および共同研究者 

2．エントリーと審査 

ポスター発表にエントリーされた発表のうち，両部門に該当するすべての発表を審査対象としま

す。ただし、単独・共同発表に関わらずエントリーは 1編のみです。なお、共同研究者として複数

の発表に名前が記載されることは妨げません。 

3．表彰および副賞 

① 両部門それぞれに「最優秀」、「優秀」を授与します。賞状には対象者全員の名前およびタイト

ルが明記されます。 

② 「最優秀」には１万円程度、「優秀」には５千円程度の副賞が授与されます． 

 

 

【健康運動指導士および健康運動実践指導者の単位受付（認定番号）】 

1. 健康運動指導士および健康運動実践指導者の登録更新に必要な履修単位として講義 3 単位が認

められます。（参加申込時にその旨お伝えください。あわせて参加費の納入をお願いします） 

2. 当日受付にて、申請説明および手続きを行い、受講証明書を発行いたします。資格を所有して

いて学会大会に参加される方は、必ず健康運動指導士証または健康運動実践指導者証をご持参

ください。  
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【大会参加費・懇親会費】 

事 項 金 額 

早期申込み 

※ 9月 20日振込み分まで 

参加費 個人会員（院生を含む） 

および共同研究者（非会員含む） 
5,000円 

学生会員 

および共同研究者（非会員含む） 
2,000円 

非会員 2,000円 

懇親会費 個人会員（院生を除く） 4,000円 

院生・学部学生 3,000円 

非会員 4,000円 

通常申込み 

※ 9月 21日（日）以降 

参加費 個人会員（院生を含む） 

 および共同研究者（非会員含む） 
7,000円 

学生会員 

および学部生共同研究者（非会員含む） 
3,000円 

非会員 3,000円 

懇親会費 個人会員（院生を除く） 5,000円 

院生・学部学生 4,000円 

非会員 5,000円 

※ 研究発表（筆頭）者は、会員のみです。また共同研究者は、大会参加（出席）の有無にかかわらず、参加

費を納入する必要があります。 

※ 学生会員でない発表者・共同研究者以外の学部学生の参加費は無料です。但し、大会プログラム・抄録集

は含まれません。（大会プログラム・抄録集が必要な場合は、非会員で事前にお申し込みください。） 

※ 参加費・懇親会費納入後にキャンセルされた場合は、返金いたしかねますのでご了承ください。 

※ 23日の昼食（弁当とお茶）をご希望の方は申込用紙にチェックし 500円をプラスしてお振込みください。 

※ 宿泊をお申し込みの方は宿泊費が確定してからのご入金になります。【宿泊について】もお読みください。 

 

 

【懇親会】 

 学会員相互の交流を深めるために、懇親会を開催いたします。大会参加申込書（別紙様式①）の懇親会

参加欄に記入しお申込みください。 

会 場：大家（うふやー） 沖縄県名護市中山 90 

会 費：早期申込み（9月 20日振込分まで） 

個人会員（院生を除く）4,000円、院生・学部学生 3,000円、非会員 4,000円 

    通常申込み（9月 21日～当日） 

個人会員（院生を除く）5,000円、院生・学部学生 4,000円、非会員 5,000円 

※送迎バス：23日：名桜大学⇒大家⇒下記宿泊ホテル、24日：宿泊ホテル巡回バスあり 
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【宿泊について】 

 11 月の大会期間中は連休中でもあり、名護市周辺の宿がとりづらい状況にあります。大会実行委員会

で 11月 22日、23日の名護市内のホテルを 100室ほど押さえてあります。宿泊希望者は、宿泊申込書に

必要事項を記入の上、お申込みください。ご希望に添えない場合もございます。可能な方は各自で、宿泊

の手配をなされることをお勧めします。なおいずれのホテルも学会会場より車利用で 20分程度です。 

ホテル名 部屋タイプ 料 金 備 考 

A ホテルルートイン名護 シングル 7,000円  

B ホテルルートイン名護 ツイン 6,800円 1名利用の場合 8,300円 

C リゾネックス名護 ツイン 7,000円 1名利用の場合 12,000円 

D ホテル山田壮 シングル 6,000円  

E ゆがふいんおきなわ・本館 ツイン 8,000円 1名利用の場合 9,800円 

※ 宿泊料金は、お一人様 1泊朝食付き（サービス料・税金込み）朝食が不要でも返金いたしかねます。 

※ 申込：随時、申込期限：平成 30年 9月 14日（金）17時までです。 

※ 宿泊申込書送付先：日本生涯スポーツ学会第 20回大会事務局 

 E-mail：meio.lifelong.sport2018@gmail.com  Fax：0980-54-2951（東恩納宛） 

※ 先着順にご希望のホテルに振り分けます。宿泊ホテルが確定後、改めてご連絡いたします。 

 宿泊取消料 

取消日（宿泊日基準） 10日前まで 3日前まで 前日まで 当日及び無連絡・不泊 

キャンセル料 無料 20％ 50％ 宿泊代金の 100％ 

 

【大会参加費・懇親会費・宿泊費の振込先】 

参加費・懇親会費・宿泊費は、個人名にて合算してお振り込みください。複数人数分をまとめて振り込まない

ようにお願いします。宿泊希望の方は、折り返しご連絡時に金額をお伝えします 

 
1．全国の郵便局からの振込先 
 
 
 

2．郵便局以外からの金融機関からの振込先（インターネットバンキング含む） 

   

 

 

※ 学会年会費の振込先は、大会参加費振込先とは異なります。学会ホームページをご確認ください。 

【学会大会までのスケジュール】 

事 項 締め切り 

大会参加申込 平成 30年 9月 1日（土）17時 

研究発表申込 平成 30年 9月 1日（土）17時 

非会員（一般）大会参加申込 平成 30年 9月 14日（金）17時 

宿泊申込 平成 30年 9月 14日（金）17時 

大会参加費・懇親会費（事前申込） 平成 30年 9月 20日（木） 

 

記号 17030  番号 20314141 日本生涯スポーツ学会第 20回大会実行委員会 

 

ゆうちょ銀行（郵便局） 

店番：708 預金種目：普通預金 店名：七〇八（ナナゼロハチ） 口座番号：2031414 


