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                         2011 年12月 吉日 

各 位 

全国ホームタウンサミットin大分実行委員会 

実行委員長 川原 恒太郎 

 

「第12回全国ホームタウンサミットin大分」開催のご案内 

 

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。また東日本大震災に被災された方々には心からお見舞い申し

上げます。 

さて、今年度は市制施行100年を迎えました大分市において｢第12回全国ホームタウンサミット」が開催されます。 

メインテーマに｢見ち、聞いち、感じちょくれ、大分んスポーツはあちぃ～（熱い）で！｣を掲げ、各プログラム

をご用意させていただきます。 

クラブの存在を活かしたスポーツによるまちづくりは市民・企業・行政が一体となって取り組むことで、ボラン

ティア活動の輪が広がり、地域への誇りや子どもたちの夢を育むとともに、地域の活性化につながると思われます。

魅力あるホームタウン実現のため、率直に意見交換していただき、今後の各地域での地域貢献活動やホームタウン

づくりについて参考としていただける機会にしたいと考えております。 

つきましては、時節柄ご多忙のことと存じますが、万障繰り合わせのうえ、ご参加いただきますようお願い申し

上げます。 

関あじ、関さば、大分ふぐ、とり天等々、魅力いっぱいの大分市で皆様とお会いできることを楽しみにしており

ます。                                      謹白 

 

1．開催日  2012年2月11日(土) 13:00(12:15から受付)から 12日(日) 12:00まで 

 

2．開催会場  

◆メイン会場：大分文化会館 大ホール 

住 所：大分市荷揚町4番1号（JR大分駅下車徒歩10分） 

案内図：http://enjoy-live.net/detail/detail.php?hall_id=305  

 ◆分科会他会場：コンパルホール 

住 所：大分市府内町1丁目5番3号（JR大分駅下車徒歩5分） 

案内図：http://www.compalhall.jp/access.html 

 

3．主催・後援・協力 

■主催：全国ホームタウンサミットin大分実行委員会 

■後援：大分県、大分市、大分県教育委員会、大分市教育委員会、公益財団法人大分県体育協会、社団法人大分県

サッカー協会、大分商工会議所、大分経済同友会、大分市ホテル旅館事業協同組合、大分合同新聞社、NHK大分放送

局、OBS大分放送、TOSテレビ大分、OAB大分朝日放送、エフエム大分、OCT大分ケーブルテレコム 

■協力：大分トリニータ、大分三好ヴァイセアドラー、バサジィ大分、大分ヒートデビルズ、大分トリニータ後援

会、大分トリニータボランティアの会、社団法人大分青年会議所、おおいたホームタウン推進協議会 

＜お問合せ先＞全国ホームタウンサミットin大分実行委員会 事務局（大分市役所 文化国際課内） 

山岡・恵藤・大隈  電話：０９７-５３７-５６６３ E-mail：info@oita-hometown.jp 

 

http://enjoy-live.net/detail/detail.php?hall_id=305
http://www.compalhall.jp/access.html
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◎第12回全国ホームタウンサミットin大分 テーマ 

見ち、聞いち、感じちょくれ、大分んスポーツはあちぃ～（熱い）で！ 

 

★スケジュール及び開催会場 

2月 11日(土) 

12:15 受付開始 

大分文化会館大ホール 

13:00 開会式 

13:15～14:45 基調講演 （90分） 

 （会場移動 25分） 

15:10～17:40 分科会 
大分文化会館（第 1小ホール） 

コンパルホール（多目的ホール、大会議室） 

19:00～21:00 懇親会 大分全日空ホテル オアシスタワー 3階 

（終了後解散） 宿泊  

2 月 12 日 (日 ) 

9:00 受付開始 

コンパルホール 3階 多目的ホール 

9:30～11:20 地域活動報告会 

11:20～11:40 分科会報告会 

11:40～ 閉会式(次回開催地引継ぎ) 

12:00 終了 
 

 

◎参加申込方法 

5ページ目にあります「参加申込書」に記入の上、1月13日(金)までに郵送、Fax 又はE-Mail で申込先 

までお送りください。 

また、参加費・懇親会費等につきましては、1月20日(金)までに下記口座にお振り込みください。 

(振込手数料は各自の負担とさせていただきます。) 

 

銀行名・店名 大分銀行大分市役所出張所 普通口座 

名 義 全国ホームタウンサミットin大分実行委員会 実行委員長 川原恒太郎 

口座番号 ５１６０４７６ 

 

◆参考：登録参加費 1日目1,000円、2日目1,000円、懇親会参加費 5,000円 
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2月11日(土) 

１．開会セレモニー 

 

２．講演会 

演 題： 『スポーツによるまちづくり』 

講 師： セルジオ越後 氏 （サッカー解説者） 

 1945（昭和20）年7月28日ブラジル・サンパウロ生まれ（日系2世）。 

 18歳でサンパウロの名門クラブ『コリンチャンス』とプロ契約。非凡な個人技と俊足を生かした右ウィン

グとして活躍し、ブラジル代表候補にも選ばれる。1972年来日。藤和不動産サッカー部（現：湘南ベルマー

レ）でゲームメーカーとして貢献。魔術師のようなテクニックと戦術眼で日本のサッカーファンを魅了した。

エラシコ（elastico）というフェイントの創始者と言われる。来日当時から尐年サッカーの指導にも熱心で、

1978年より㈶日本サッカー協会公認『さわやかサッカー教室』（現：アクエリアスサッカークリニック）の

認定指導員として全国各地で青尐年のサッカー指導にあたる。ユニークな指導法とユーモア溢れる話術で、

現在までに1,000回以上の教室で延べ60万人以上にサッカーの魅力を伝えてきた。辛辣で辛口な内容のユニ

ークな話しぶりにファンも多く、各地の講演活動も好評。 

 現在はＨＣ栃木日光アイスバックスのシニアディレクターとしても活躍中。 

 

３．分科会 

◆第1分科会 「スポーツによるまちづくり」 

各地域では様々なホームタウン活動が展開されています。私たち市民はクラブと協働して何ができるのか、 

何をするべきか、スポーツが持つ力を街の力へポテンシャルアップする施策などを、大分の事例発表等も踏

まえて参加者で語り合っていただきます。 

＜事例報告＞ 

(1)「市民とクラブによるまちづくり」 

竹田 隆行(たけだ たかゆき)氏 （日本文理大学 経営経済学部准教授） 

(2)「スポーツと街力とのポテンシャルアップ」 

高橋 義雄(たかはし よしお)氏 （筑波大学大学院 人間総合科学研究所准教授） 

【コメンテーター】傍士 銑太（ほうじ せんた）氏((財)日本経済研究所地域未来研究センター長、Jリーグ理事) 

 

◆第2分科会 「クラブ運営について」 

クラブ化の模範例はドイツであるが、日本にもＪリーグのクラブなどを中心に様々なスポーツクラブが存

在するようになった。こういったクラブの運営は経営を含めて様々なアプローチがなされているが、大分の

Ｊクラブである大分トリニータ、そして大分市に根を張るサッカークラブ「カティオーラ」の運営の現状を

紹介し、語り合います。 

＜事例報告＞ 

(1)「㈱大分フットボールクラブの運営状況について」 

青野 浩志（あおの ひろし）氏 （㈱大分フットボールクラブ 代表取締役） 
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(2)「地域に根ざしたクラブ運営」 

佐藤 考範（さとう たかのり）氏 （ＮＰＯ法人カティオーラ 理事長） 

【コメンテーター】有元 健（ありもと たけし）氏 (ロンドン大学ゴールドスミス校社会学部)  

【コーディネーター】宮明 透（みやあき とおる）氏 (国立大分工業高等専門学校サッカー部顧問、大分ト

リニータボランティアの会顧問)  

 

◆第3分科会 「ボランティアのスキル向上」 

ボランティアは与えられた業務をこなすだけで良いのでしょうか。スタジアムに来場された観客の満足

度を高めるために必要な、ホスピタリティについて意見交換していただきます。 

＜事例報告＞ 大分トリニータボランティアの会 

その後、グループごとに分かれてスキル向上について語り合います。 

【コメンテーター】前田 博子（まえだ ひろこ）氏 （鹿屋体育大学 体育学部准教授） 

 

４．懇親会 

会 場：大分全日空ホテルオアシスタワー3 階 

      （大分市高砂町 2 番 48 号    ℡：097－533－4411） 

  案内図： http://www.oasistower.co.jp/ 

会 費：5,000 円 

※懇親会時に、参加地域をご紹介するコーナーがございます。 

 

2月12日(日) 

１．地域活動報告会 

異なる競技のスポーツクラブが地域において共存共栄するための取り組みや、九州にあるＪリーグ5クラブの

地域間連携などについてご紹介します。 

(1)ワールドキャッチボールクラシックの開催について 

   徳永淳一氏（前大分ベンチャーキャピタル㈱代表取締役社長） 

プロ野球選手と地域住民との交流イベントであるワールドキャッチボールクラシックの開催に携わり、

一昨年度、昨年度と大分出身の内川聖一選手や鉄平選手など地元大分の選手の参加のもと開催されました。 

(2)九州のＪ５クラブの運営と連携について 

アビスパ福岡、サガン鳥栖、ロアッソ熊本、ギラヴァンツ北九州、大分トリニータの九州5クラブの代表

者、及びＪリーグ関係者らによる、地方クラブの運営の実情やクラブ間の連携をテーマとしたパネルディス

カッション。 

 

２．分科会報告 

1日目の分科会での意見交換の内容をご紹介します。 

 

３．次回開催地紹介 

http://www.oasistower.co.jp/
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第12回全国ホームタウンサミットin大分 

参 加 申 込 書 

・以下の(1)に代表者の連絡先を記入し、(2)に他の参加者名と参加希望等を記入してください。 

・申込は、１月１３日（金）必着でお願いいたします。 

・申込先 全国ホームタウンサミットin大分実行委員会 

【郵送】〒870-8504 大分市荷揚町2－31（大分市文化国際課内） 平日8:30～17:15  

【FAX】097－536-4044   

【E-mail】info@oita-hometown.jp 

(1) 参加団体名及び代表者連絡先等 

貴団体名称  
役職名 

氏 名 
 

関連Jクラブ名  

連絡先住所 
〒   -     

 

電話  FAX  

E-mail  

(2)会議等参加希望 

 氏名 

1日目 1,000円（講演・分科会） 2日目1,000円 

入金額 
分科会参加希望 懇親会5,000円 

報告会等 

参加希望 

1  １・２・３・欠席 参加・欠席 参加・欠席  

2  １・２・３・欠席 参加・欠席 参加・欠席  

3  １・２・３・欠席 参加・欠席 参加・欠席  

4  １・２・３・欠席 参加・欠席 参加・欠席  

5  １・２・３・欠席 参加・欠席 参加・欠席  

 

記入上の注意事項 

①参加・欠席のいずれかに○を記入してください。 

②分科会欄は、参加を希望される分科会のいずれか１つに○を記入してください。 

③参加者が上記記入欄に収まらない場合には、本紙をコピーして記入してください。 

※事務局使用欄 

着日 ／ 確認 ／ 
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第 12 回全国ホームタウンサミット in 大分 宿泊施設のご案内 

☆ホームタウンサミット in 大分に伴う宿泊施設の紹介について、別紙「宿泊施設のご案内」を確認の上、 

下記の申込み書によりご希望のホテルへ直接 FAX にてお申込みください。 

 

 

第 12 回全国ホームタウンサミット in 大分 宿泊申込み書 

 

申請先ホテル名 御中 

送信先 FAX 番号 （０９７）     －      

 

ご宿泊されるお客様情報をご記入ください。（グループの場合は代表者様のみ） 

 

クラブ名 
 

団体名 
 

代表者名 
（ふりがな） 

連絡先（TEL） 
 

 

ご宿泊者名（グループの場合のみ） 

１． ２． 

３． ４． 

 

ご宿泊希望日 

（および人数） 
2 月（   ）日より（   ）泊  （   ）名 

お部屋タイプ 
【シングル】 喫煙（  ）室 ／ 禁煙（  ）室 

【ツ イ ン】 喫煙（  ）室 ／ 禁煙（  ）室 

 


