
令和２年度第１回クラブ連絡会報告 

 

日  時：令和２年９月２５日（金） １３：３０～１５：００ 

 

場  所：セキスイハイムスーパーアリーナ視聴覚室 
 

参 加 者：６クラブより７名参加 

 

資  料：別添①説明資料 

     別添②Zoom 簡易マニュアル（アプリ版） 

     別添③Zoom 簡易マニュアル（ブラウザ版） 

 

内  容：別添①説明資料の“本日のアジェンダ”に従って実施 

      アジェンダ１～３ 座学 

      アジェンダ４～５ 実体験 

 

感  想： 

今回の研修会（体験会）は、コロナウィルスの影響もあり、最大 10 名の制限で募集を

かけたが、結果７名の参加があった。ソーシャルディスタンスの確保等のコロナ対策の対

応もでき、体験形式の研修ということもあり、適当な参加人数で実施できたように思う。

オンライン会議の初心者（自己申告制）を対象に行ったが、参加者の話を聞くと“経験済

み”の方もおり、昨今の状況下では多くの方が、回数は多く無くても１度は経験している

方が多いのだろうと予想できた。その意味で今回の研修は少し物足りないものがあった参

加者が居たかもしれない。次回はオンラインによる情報交換会を開催する予定だが、参加

者の声にもあるように、次のステップとして、会議を主催する側の手順・方法の体験会も

やってみる価値があると感じている。 

以上 

  



 

 



～オンラインシステム活用法～

コロナ禍における総合型クラブ
活動推進のための体験学習会

令和２年９月２５日

みやぎ広域スポーツセンター

令和２年度第１回クラブ連絡会

別添①説明資料



本日のアジェンダ

1.本研修会について
2.オンラインシステムのイロハ
3.オンラインシステム使用時の注意事項
4.オンラインシステム使用前の準備
5.オンラインシステム体験



１．本研修会について



目的

コロナ禍における移動自粛や新しい生活様式にともなって
「新しいスポーツ支援スタイルの確立」が求められている。そこで
総合型クラブ関係者がオンラインシステムを利用したリモートか
らの活動支援の方法を学ぶことで，昨今の状況下でも，クラ
ブの会員に対して運動する機会を提供することができるように
なることを目的とする。また，リモートシステムを利用することで，
みやぎ広域スポーツセンターと各クラブとの「縦の繋がり」や，ク
ラブ相互間の「横の繋がり」を密にすることができ，連携の強化
に繋げることができる。



２．オンラインシステムのイロハ



理由（メリットは?）

なぜ、オンラインシステム（WEB会議システム）?

1.すぐ導入できてコストが安い

2.どこでも使える便利さ

3.会議以外の用途でも使える機能がある



インターネット上のクラウド中にWeb会議システム(Zoom等)が存在し、参加者がそのWeb会議シ
ステムにインターネット接続している

オンラインシステム（WEB会議システム）イメージ

(Web会議システム)

参加者A，Ｂ 参加者Ｃ 参加者Ｄ，Ｅ



オンラインシステム（WEB会議システム）開催手順

(Web会議システム)

参加者A，Ｂ 参加者Ｃ 参加者Ｄ，Ｅ

主催者

③招待状
orリンク
③招待状
orリンク③招待状

orリンク
③招待状
orリンク



オンラインシステムを使うために最低限必要なこと（主催者以外）

1. PC or タブレット端末 or スマートフォン

2. インターネット

3. カメラ（Webカメラ）

4. マイク

5. スピーカー

※3.4.5.は、1.に内蔵されていなければ外
付けが必要

• ブラウザ

※推奨ブラウザ（最新バージョンのもの）

・Google Chrome

・Firefox

(注) Microsoft Edgeは使えない可能性あり。
(注)基本的には、主催側の指示に従えばよい。

○ハード環境を準備する ○ソフト環境を準備する

※オンラインシステム（Web会議システム）の使用料は「無料」



３．オンラインシステム使用時の注意事項



オンラインシステム使用時の注意事項

→周辺に音漏れ（迷惑がかかる）
→ハウリング等
→対策

①個室の準備
②イヤホン、ヘッドホンの使用

→通信量が膨大（お金がかかる）
※次ページ参考

→対策として、通信量制限なしの契
約回線を使用
(例）WiFi、光回線、ケーブル 他

○スピーカー音／話し声 ○インターネット通信費



（参考）WEB会議システム別通信量一覧

Web会議システム
（サービス名）

データ通信量
（１時間毎）

５ＧＢ／月 １０ＧＢ／月 ２０ＧＢ／月

Skype 約2000MB
(約2GB)

約２．５時間 約５時間 約１０時間

Google
ハングアウト

約1500MB
(約1.5GB)

約３．３時間 約７時間 約１３時間

Whereby 約500MB
(約0.5GB)

約１０時間 約２０時間 約４０時間

Zoom 約200～300MB
(約0.2～0.3GB)

約１６時間
～２５時間

約３３時間
～５０時間

約６７時間
～１００時間

LINE 約300MB
(約0.3GB)

約１６時間 約３３時間 約６７時間

●(契約している)月間データ通信量ごとに１ヵ月で利用できる時間



４．オンラインシステム使用前の準備



カメラ・マイク・スピーカーの動作確認

https://support.microsoft.com/ja-jp/help/4028647/windows-open-
the-camera-in-windows-10

○カメラ

https://support.microsoft.com/ja-jp/help/4027981/windows-
10-how-to-set-up-and-test-microphones

○マイク

https://www.fmworld.net/cs/azbyclub/qanavi/jsp/qac
ontents.jsp?PID=5711-1811

○スピーカー



５．オンラインシステム体験



※インターネット上のクラウド中にWeb会議システム(Zoom等)が存在し、参加者がそのWeb会議システムに接続している

ZOOM（WEB会議システム）イメージ



なぜ、ZOOM?
1. URLをクリックするだけで
簡単に参加できる

2. 接続が非常に安定して
おり、ストレスなく使える
（通信量も少なめ）

3. 背景画面を変えられるの
で、自宅(会議場所)を映さ
なくて済む



無料プラン比較
※ Zoomの通話制限時間
(40分)は3人以上。(2人な
ら無制限）
→40分過ぎたら接続し直し。
料金はかからないが面倒。

※それぞれ有料プランあり
→有料になると、人数制限
が緩和or通話時間増える



ZOOMの操作の簡易説明

○アプリで

○ブラウザで





Zoomミーティング接続方法について－アプリケーションをダウンロード済みの方－

「Zoom」のアプリケーションを既にダウンロードされている方、または今回ダウンロードされた方は、アプリケーション
を起動してください。
※ダウンロードされた場合は、デスクトップにショートカットが作成されているか、検索欄を活用してください。

別添②Zoom 簡易マニュアル（アプリ版）



アプリケーションを起動後、以下のような画面になります。
特にサインイン（個人ID発行）を行っていない場合は、「ミーティングに参加」を選択してください。

Zoomミーティング接続方法について－アプリケーションをダウンロード済みの方－



Zoomミーティング接続方法について－アプリケーションをダウンロード済みの方－

下記のような画面に移動後、当協会からお送りしたミーティングIDを入力ください。また、 「名前」欄には、個人名と都道府県
名を「体協太郎／●●県」という形で、ご入力ください。 その後「参加」をクリックしてください。
※複数名で同一画面上に参加される場合は、連名表記（「佐藤・鈴木／●●県」）など、その旨が分かるようにご入力ください。

③

①

②

クラブ

「クラブ太郎／●●クラブ」



Zoomミーティング接続方法について－アプリケーションをダウンロード済みの方－

下記のような画面に移動後、当協会からお送りしたパスワードを入力ください。その後「ミーティングに参加」をクリック
してください。

①

②



Zoomミーティング接続方法について－アプリケーションをダウンロード済みの方－

当協会（ホスト）が、ミーティングへの参加を許可するまで、右のような画
面が表示されます。
即時承認できるよう注意しておりますが、しばらくお時間を要する場合がご
ざいますので、そのままお待ちください。

※待ち時間の間、画面下の「コンピューターのオーディオをテスト」を
クリックいただき、マイク、スピーカー等のテストが可能です。



Zoomミーティング接続方法について－アプリケーションをダウンロード済みの方－

ミーティングへの参加が許可されると、以下のような画面となり、参加者が表示される画面に移ります。
画面下部に音声やビデオの表示切替がありますのでご確認ください。
※同じアイコンで、音声のミュートや自身の映像のON・OFFを切り替えることができます。

JSPO



Zoomミーティングにおける留意事項について

【名前の表示方法について】＊3ページ目と同内容
✓「名前」欄には、個人名と都道府県名を「体協太郎／●●県」という形で、ご入力ください。 その後「参加」をク
リックしてください。

✓複数名で同一画面上に参加される場合は、連名表記（「佐藤・鈴木／●●県」）など、その旨が分かるように表示
ください。

【会議中の音声・映像表示について】
✓音声は自身の発言時のみONとし、発言を行わない場合は、ミュートに設定ください。
✓自身の映像表示は、原則行わないようお願いいたします。
✓同じ場所で複数人が別の端末で会議に参加する場合、複数端末のスピーカーで音声を出力するとハウリングの原因
になります。イヤホン等をご利用いただくか、一つの端末以外をミュートにしていただくなど、ご対応をお願いい
たします。

【発言について】
✓同時に2カ所からの音声を配信することは困難ですのでご注意ください。
✓発言時は、ミュートの解除を忘れずに行い、一呼吸おいてご発言ください。進行役と発言が重なったり、通信の不
具合などにより、発言の冒頭部分が聞き取れなくなる場合がございます。

✓質疑応答時などご意見を伺う際は、進行役から丁寧な確認を行うこととしておりますが、発言者が複数いる場合な
どは、参加画面下部の「参加者」のアイコンから『手を挙げる』というアイコンがありますので、ご活用いただけ
ますと幸いです。

事務局担当者が不慣れなため、ご参加のみなさまには、ご迷惑をおかけすることがあるかと存じますが、
何卒ご理解、ご協力の程よろしくお願い申し上げます。
なお、音声や通信の不具合などにより、確認事項等が生じましたら、事務局までお問合せいただきたく、

よろしくお願い申し上げます。

「クラブ太郎／●●クラブ」クラブ名

G21S8
ハイライト表示

G21S8
ハイライト表示

G21S8
ハイライト表示

G21S8
ハイライト表示

G21S8
ハイライト表示



Zoomミーティング接続方法について－ブラウザから参加される方－

まずは、利用環境の条件をご確認ください。

Zoomのアプリケーションをダウンロードせず、「Google Chrome」などのWebブラウザを利用し、参加される方は、
以下のURLに記載の対応範囲をご確認いただき、必要な対応をお願いいたします。

Zoom公式サイトによると「Google Chrome」が最大限機能を活用することができると記載されています。
「Internet Explorer」や最新版でないEdgeは対応されていないことが多いため、利用に際し最新版への更新や、他のブ

ラウザの利用をお願いいたします。

【利用環境等に関する情報－Zoomヘルプセンターより－】

https://support.zoom.us/hc/ja/articles/214629443-Zoom-
Web%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%88

別添③Zoom 簡易マニュアル（ブラウザ版）

https://support.zoom.us/hc/ja/articles/214629443-Zoom-Web%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%88


Zoomミーティング接続方法について－ブラウザから参加される方－

当協会からお送りしたミーティング情報に記載されているURLに接続いただくと、以下のページに移動します。
移動後、「ミーティングを起動」をクリックください。



Zoomミーティング接続方法について－ブラウザから参加される方－

クリックすると、以下のようにほとんど変わらないページとなり、画面上部などに、「Zoom Meetungsを起動しますか」
といった表記が出現しますが、気にせず、「ブラウザから起動してください」をクリックし、移動してください。



Zoomミーティング接続方法について－ブラウザから参加される方－

下記のような画面に移動後、「名前」欄には、個人名と都道府県名を「体協太郎／●●県」という形で、ご入力ください。その
後「私はロボットではありません」にチェックのうえ、「参加」をクリックしてください。
※複数名で同一画面上に参加される場合は、連名表記（「佐藤・鈴木／●●県」）など、その旨が分かるようにご入力ください。

クラブ名 「クラブ太郎／●●クラブ」



当協会（ホスト）が、ミーティングへの参加を許可するまで、右のような画面が表示されます。
即時承認できるよう注意しておりますが、しばらくお時間を要する場合がございますので、そのままお待ちください。

Zoomミーティング接続方法について－ブラウザから参加される方－



ミーティングへの参加が許可されると、以下のような画面となり、参加者が表示される画面に移ります。
画面下部に音声やビデオの表示切替がありますのでご確認ください。
※同じアイコンで、音声のミュートや自身の映像のON・OFFを切り替えることができます。

Zoomミーティング接続方法について－ブラウザから参加される方－

JSPO



Zoomミーティングにおける留意事項について

【名前の表示方法について】＊4ページ目と同内容
✓「名前」欄には、個人名と都道府県名を「体協太郎／●●県」という形で、ご入力ください。 その後「参加」をク
リックしてください。

✓複数名で同一画面上に参加される場合は、連名表記（「佐藤・鈴木／●●県」）など、その旨が分かるように表示
ください。

【会議中の音声・映像表示について】
✓音声は自身の発言時のみONとし、発言を行わない場合は、ミュートに設定ください。
✓自身の映像表示は、原則行わないようお願いいたします。
✓同じ場所で複数人が別の端末で会議に参加する場合、複数端末のスピーカーで音声を出力するとハウリングの原因
になります。イヤホン等をご利用いただくか、一つの端末以外をミュートにしていただくなど、ご対応をお願いい
たします。

【発言について】
✓同時に2カ所からの音声を配信することは困難ですのでご注意ください。
✓発言時は、ミュートの解除を忘れずに行い、一呼吸おいてご発言ください。進行役と発言が重なったり、通信の不
具合などにより、発言の冒頭部分が聞き取れなくなる場合がございます。

✓質疑応答時などご意見を伺う際は、進行役から丁寧な確認を行うこととしておりますが、発言者が複数いる場合な
どは、参加画面下部の「参加者」のアイコンから『手を挙げる』というアイコンがありますので、ご活用いただけ
ますと幸いです。

事務局担当者が不慣れなため、ご参加のみなさまには、ご迷惑をおかけすることがあるかと存じますが、
何卒ご理解、ご協力の程よろしくお願い申し上げます。
なお、音声や通信の不具合などにより、確認事項等が生じましたら、事務局までお問合せいただきたく、

よろしくお願い申し上げます。

クラブ名 「クラブ太郎／●●クラブ」

G21S8
ハイライト表示

G21S8
ハイライト表示

G21S8
ハイライト表示

G21S8
ハイライト表示


