
1 / 3 
 

	 メディアリリース	 	 

	 

報道関係者各位	 

2017 年 12 月 8 日（金）	 

NPO 法人日本ブラインドサッカー協会	 

	 

パラスポーツ初「アクサ 地域リーダープログラム with ブラサカ」 

12 月 16 日（土）第 3 回プログラムを開催（東京都港区） 

体験会実施報告など中間発表を実施 

	 

	 NPO 法人日本ブラインドサッカー協会は、12 月 16 日（土）に日本財団ビル（東京都港区）で今年

9 月から実施されているパラスポーツ初の地域クラブ向けリーダー育成プログラム「アクサ	 地域リ

ーダープログラム	 with	 ブラサカ」の中間発表を開催します。これまで 2 回にわたり開催された「基

礎編」をベースに、新チームとして登録予定の石川県、沖縄県のクラブチームによる体験会なども

実施されてきましたが、第 3 回プログラムでは「実践編」として、活動の実施報告のほか、「基礎

編」で学んだマーケティング手法を用いて各参加団体が策定した各地域・団体の問題解決施策につ

いての発表を行います。	 

	 本事業の目的は、地域で活躍できるリーダー育成です。

将来的に47都道府県にブラインドサッカーのプレー環境が

実現するよう新チーム設立に向けた人材の発掘を行うほか、

既存地域クラブに対しては、2020 年以降も独自にクラブ運

営ができるマネジメント力を備え、課題抽出、解決、発展

の PDCA サイクルがまわせるよう支援しています。	 

	 本事業は、ブラインドサッカー日本選手権（愛称	 アク

サ	 ブレイブカップ）を長く支援され、日頃より地域クラブ

を支えるアクサ生命保険株式会社の協賛のもと行われ、参

加費および活動に関わる費用は無料（協賛費によって賄われます）で運営されており、非営利組織

向けにコンサルティング事業やセミナー事業を行う株式会社PubliCoの協力のもと実施しています。	 

	 プログラムは全 4 回で、基礎編と実践編に分かれています。基礎編では、参加者同士が意見交換、

情報交換しながらビジョンやミッションの策定を行うほか、マーケティングや資金調達の手法を学

び、課題抽出と解決プランを策定してきました。実践編では、策定したプランを講師陣が伴走支援

しながら、地域クラブの利害関係者を交えたワークショップ、ディスカッションなどを行います。	 

	 47 都道府県にチームの裾野を広げるブラインドサッカーの新しい取り組みを、ぜひご取材いただ

きますようお願い申し上げます。各クラブチームへのインタビューは、プログラム終了後を予定し

ています。＜取材申請書は 3 枚目にあります。＞	 

	 

【アクサ	 地域リーダープログラム	 with	 ブラサカ	 第 3 回プログラム】	 

日時：12 月 16 日（土）	 10：30	 メディア受付	 

11：00	 プログラム開始	 

16：00	 プログラム終了	 

会場：日本財団ビル（〒107‐8404	 東京都港区赤坂 1 丁目 2 番 2 号）	 

内容：「実践編」として「基礎編」で学んだマーケティングの手法を用い、各団体がそれぞれ策定

した課題解決プログラムについての中間発表。	 

参加団体：5 団体	 

新規）青森県、石川県、沖縄県の団体	 

既存クラブ）岡山	 DEVIL	 BUSTERS（2015 年設立）、LEO	 STYLE 北九州（2017 年設立）	 
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【アクサ	 地域リーダープログラム	 with	 ブラサカ	 概要】	 

事業名：アクサ	 地域リーダープログラム	 with	 ブラサカ	 

主催：NPO 法人日本ブラインドサッカー協会	 

協賛：アクサ生命保険株式会社	 	 運営協力：株式会社 PubliCo	 

実施期間：2017 年 9 月 16 日（土）〜2018 年 2 月 11 日（日）	 

開催場所：東京都および神奈川県内	 

参加費：無料	 

	 

全体スケジュールおよびプログラム：	 

レベル	 参加者	 実施回	 日程	 テーマ	 

基礎編	 

全体	 第 1 回	 2017 年	 	 9 月 16(土)-17 日(日)	 
ビジョン・ミッション策定／コレクティブイン

パクト／マーケティング	 

全体	 第 2 回	 	 	 10 月 14(土)-15 日(日)	 	 	 
ファンドレイジング／実行体制プラン策定／

課題解決プラン策定	 

実践編	 

	 課題解決プラン提出	 

全体	 第 3 回	 	 12 月 16 日(土)	 中間発表	 

全体	 第 4 回	 2018 年	 	 2 月 11 日(日)	 最終報告会	 

	 

事務局：	 

特定非営利活動法人日本ブラインドサッカー協会（担当）井口健司	 

E-mail:	 info@b-soccer.jp	 ／	 電話：03-6908-8907	 ／	 FAX：03-6908-8908	 

	 

【準登録および正登録チームの活動地域（2017 年 11 月時点）】（全 19 チーム）	 

北海道札幌市（ナマーラ北海道）／宮城県仙台市（コルジャ仙台ブラインドサッカークラブ）／茨

城県つくば市(Avanzare つくば)・土浦市・水戸市（Derroto	 Saber 茨城）／埼玉県さいたま市・所

沢市（埼玉 T.Wings）／東京都渋谷区（GLAUBEN	 FREUND	 TOKYO）・文京区（free	 bird	 mejirodai）・

八王子市（たまハッサーズ）／東京都港区・千葉県松戸市（松戸・乃木坂ユナイテッド）／神奈川

県横浜市（buen	 cambio	 yokohama）／山梨県甲府市（山梨キッカーズ）／新潟県新潟市（新潟フェ

ニックスファイヤーズ）／長野県埴科郡（F.C.長野 RAINBOW）／愛知県名古屋市（Mix	 Sense 名古屋）

／兵庫県神戸市（兵庫サムライスターズ）／岡山県岡山市（岡山 DEVIL	 BUSTERS）／広島県広島市

（A-pfeile 広島 BFC）／福岡県福岡市（ラッキーストライカーズ福岡）・北九州市（LEO	 STYLE 北九

州）	 

	 

	 

以上	 

	 	 本件に関するお問い合わせ	 

NPO 法人日本ブラインドサッカー協会	 事務局	 

E-mail:	 media@b-soccer.jp	 	 協会ウェブサイト：http://www.b-soccer.jp	 

住所：〒169-0073	 東京都新宿区百人町 1-23-7	 新宿酒販会館 2 階	 

電話：03-6908-8907	 FAX：03-6908-8908	 
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アクサ 地域リーダープログラム with ブラサカ 取材申請書 

【12 月 13 日（水）17:00 までにお申し込みください】 

送信先	 FAX	 番号	 03-6908-8908（NPO 法人日本ブラインドサッカー協会事務局）	 

	 

	 

貴	 社	 名	 
	 

媒	 体	 
新聞	 ・	 通信／ウェブ	 ・	 出版	 ・	 テレビ	 ・	 ラジオ	 

その他(	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 )	 

番組名、媒

体名、掲載

や放送の予

定日等	 

	 

ご取材者名	 

※全員ご記入

ください。	 

※各社 5名ま

での申請でお

願いします。	 

ペン	 ・	 スチール	 ・	 ENG	 	 氏名	 	 	 

ペン	 ・	 スチール	 ・	 ENG	 	 氏名	 

ペン	 ・	 スチール	 ・	 ENG	 	 氏名	 

ペン	 ・	 スチール	 ・	 ENG	 	 氏名	 

ペン	 ・	 スチール	 ・	 ENG	 	 氏名	 

代表者	 

ご連絡先	 

住所	 

TEL	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 FAX	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

E-mail	 

その他	 
	 

※	 受講者、スタッフへのインタビューをご希望の場合は、以下にその旨ご

記入ください。	 

	 

	 

	 

	 

	 


