平成 29 年度全国バスケットボールコーチクリニック
兼 大阪府バスケットボール協会スペシャルクリニック
開催要項
1.

開催趣旨
・日本バスケットボールの強化、普及・発展のため、指導者の資質向上を目指す。
・情報提供の機会を増やし、指導者に研鑽の機会を提供する。
・公認コーチライセンス制度の認知度を高める。

2.

主催
公益財団法人日本バスケットボール協会

3.

主管
一般財団法人大阪府バスケットボール協会

4.

協力
関西大学 男子バスケットボール部
大阪商業大学 バスケットボール部

5.

日時・会場
１．平成 29 年 7 月 15 日（土） 12：50 から
大阪商業大学 (所在地：〒577-8505 大阪府東大阪市御厨栄町 4-1-10)
【アクセス】 近鉄奈良線「河内小阪駅」から徒歩 5 分
URL： http://ouc.daishodai.ac.jp/access/
２．平成 29 年７月１６日（日） 8：50 から
関西大学 千里山キャンパス (所在地：〒564-8680 大阪府吹田市山手町 3 丁目 3 番 35 号)
【アクセス】 阪急電鉄千里線「関大前駅」から徒歩 5 分、阪急バス「関西大学」から徒歩 7 分
URL： http://www.kansai-u.ac.jp/global/guide/access.html#senri
※会場の車両での入校は出来ません。

6.

講習内容
＜テーマ＞ ヨーロッパにおけるバスケットボールスタイルのトレンドと最新情報
※上記テーマは、講師の都合により変更になる場合もございますのでご了承ください。

7.

日程
１．7 月 15 日（土）
12：20 〜
12：50 ～
13：00 ～ 15：00
15：10 ～ 17：10

受付開始
開会行事
クリニック①
クリニック②

講師：ヴァンゲリス・アンジェルー氏（ギリシャ）
講師：ファブリツィオ・フレーツ氏（イタリア）

２．7 月 16 日（日）
8：20 ～
8：50 ～
9：00 ～ 10：45
10：55 ～ 12：40

受付開始
開始行事
クリニック③
クリニック④

講師：ファブリツィオ・フレーツ氏（イタリア）
講師：ヴァンゲリス・アンジェルー氏（ギリシャ）
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8.

受講対象者
・コーチライセンス取得者（JBA 公認 S、A、B、C、D、E-1、E-2 級コーチ）
・TeamJBA 受講資格登録者
・一般参加者

9.

参加料
＜JBA 公認 S～D 級コーチ＞
2 日間参加の場合
参加料 4,000 円・決済手数料 162 円
1 日間参加の場合
参加料 2,000 円・決済手数料 130 円

計 4,162 円
計 2,130 円

＜JBA 公認 E-1・E-2 級コーチ ／ TeamJBA 受講資格登録者＞
2 日間参加の場合
参加料 8,000 円・決済手数料 162 円 計 8,162 円
1 日間参加の場合
参加料 4,000 円・決済手数料 162 円 計 4,162 円
＜一般参加者＞
2 日間参加の場合
参加料 8,000 円
1 日間参加の場合
参加料 4,000 円
※振込手数料は各自ご負担ください。
10. 参加申込方法
【 TeamJBA 受講資格登録者 】
TeamJBA マイページにログインし、「→講習・研修会一覧」から参加申込を行い、
参加料の支払いを行ってください。マイページへのログインはこちら＞
URL：http://team-jba.jp/index.php?action_mb_top=true
◆申込期間◆ 平成 29 年 6 月 22 日（木）～ 7 月 13 日（木） 23：59
※参加日程によってお申込みのコースが分かれておりますのでご注意ください。
TeamJBA QR コード
※参加申込を行うとお支払いに関するメールが届きます。
参加料も申込期間内にお支払いください。（お支払いがない場合、申し込みはキャンセルされます。）
【 一般参加者 】
①下記申込フォームより必要事項を入力して申込を行なってください。
一般参加者用申込フォームはこちら＞
URL：https://pro.form-mailer.jp/fms/ba021f69125006
②参加料を下記の口座にお振込みください。
［振込先］ 三菱東京 UFJ 銀行 虎ノ門支店 普通預金 0706255
コウエキザイダンホウジンニホンバスケットボールキョウカイ コ
公益財団法人日本バスケットボール協会 コーチ登録口

一般参加者用QR コード

（振込人名は『 参加者本人のフルネーム 』としてください。）

◆申込期間◆ 平成 29 年 6 月 22 日（木）～ 7 月 13 日（木）23：59
※上記期限内に参加料のお振込みを行なってください。
（お支払いがない場合、申し込みはキャンセルされます。）
11. 特記事項
・本クリニックは「大阪府バスケットボール協会スペシャルクリニック」を兼ねています。
・本クリニックは、大阪商業大学および関西大学にご協力いただいております。
・本クリニックは、コーチライセンス取得者のリフレッシュ研修となり、２ポイントが付与されます。
・本クリニックは、公益財団法人日本体育協会公認スポーツ指導者（バスケットボール上級コーチ、コーチ上級指導員、
指導員）の資格更新のための義務研修となります。
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12. 諸注意および注意事項
＜TeamJBA での申込について＞
・TeamJBA でお申込みの場合、最後の「申込する」のクリックをもって申込手続きが完了となりますので、
途中で手続きを終了しないようにご注意ください。
・詳しい操作方法は別紙「TeamJBA 受講管理システム【申込者用ガイド】」をご覧ください。
・操作に関してご不明な点は TeamJBA ヘルプデスクをご利用ください。
TeamJBA ヘルプデスク＞ URL：http://team-jba.jp/#toiawase
・申込手続きおよびお支払いが完了していない場合、当日のお申し込みはできませんので、
十分ご注意ください。
＜参加当日について＞
・受付の際、コーチ登録証（カードまたはモバイル登録証）を提示ください。
また、クリニック中はネックストラップ・登録証を首から提げてください。
※登録証がない場合、本人確認ができない場合は、研修会への参加実績として認められない場合があります。
・会場内での喫煙は禁止します。また、会場周辺での喫煙もご遠慮ください。
・オンザコートクリニックのため、屋内用シューズをお持ちください。（実技のできる服装等は必要ありません。）
・当日のビデオ撮影は禁止します。
・会場への車での来場は厳禁です。
近隣の有料駐車場をご利用いただくか、公共の交通機関ご利用にご協力をお願いいたします。

＜その他＞
・クリニック参加者の肖像権は、専属的に日本バスケットボール協会に帰属します。
クリニックの内容（静止画・映像含む）は JBA 公式ホームページ等での開催報告、告知等の他、報道利用されます。
・申込後、開催 3 日前までのキャンセルについては、返金時の振込手数料を差し引いて返金いたします。
以降のキャンセルについては返金いたしかねますので予めご了承ください。
11．本件に関する問合せ先
公益財団法人日本バスケットボール協会
TEL： 03-4415-2020 （※平日 9：30～17：30）
以上
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宿泊先の斡旋について

平成29 年度全国バスケットボールコーチクリニックが開催される 7 月15 日(土)・16 日(日)は、連休の為、
大阪府内の宿泊ホテルは値段が高騰しており、空室状況も厳しくなっております。そのため、室数限定で
はございますが、

7 月 15 日(土)に宿泊ホテル(シングルルーム)を確保しております。

宿泊ホテルは、大阪商業大学近くや大阪市内・吹田市内（関西大学付近）を予定しており、料金は
8,100 円～16,400 円となります。
ご希望の方は、下記問い合わせ先まで、お早めにお申し込みください。なお、お問い合わせの際には、
「JBA 主催の全国コーチクリニックでの宿泊の問い合わせ」とお伝えください。

【宿泊に関するお問合せ先】
株式会社ヤングリゾート

受付担当：片岡・平野

TEL: 06-6271-0110 (※平日 10:00～18:30)
以上
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