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◆クラブ運営お役立ちツール

日本体育協会では、総合型地域スポーツクラブの運営をより効果的で効率良いものにするため、2つのツール

を作成しました。将来のクラブ運営に何が必要なのかを知るためのヒントになるはずです。

ぜひ一度ご活用ください。

≪クラブ運営の自己評価・点検ツール≫
●「自立・自律に向けたチェックリスト」
 http://www.japan-sports.or.jp/publish/local/tabid/936/Default.aspx#04

≪労力半分、効果は2倍！になる広報ガイド≫
●「クラブのらくらく広報」
 http://www.japan-sports.or.jp/publish/local/tabid/936/Default.aspx#01

◆公認スポーツ指導者資格情報

公認クラブマネジャー、公認アシスタントマネジャー資格の取得をおススメします！
公認クラブマネジャー資格については、総合型クラブなどにおいて、クラブ会員が快適なスポーツライフ（ク

ラブライフ）を送ることができるよう、経営資源を適切に確保し、円滑に活用するために必要なマネジメント

能力を有する人材を養成しています。

公認アシスタントマネジャー資格については、総合型クラブなどにおいて、クラブ会員が充実したクラブライ

フを送ることができるよう、クラブマネジャーを補佐し、クラブ運営のための諸活動をサポートする方を対象

としています。

ご自身のクラブの自立・自律に向けて、ぜひ本会公認クラブマネジメント資格を取得してみませんか。

詳しい資格内容や講習会情報についてはこちらから

●クラブマネジャー
http://www.japan-sports.or.jp/coach/tabid/221/Default.aspx

●アシスタントマネジャー
http://www.japan-sports.or.jp/coach/tabid/220/Default.aspx

▽日本体育協会が養成するスポーツ指導者資格ガイド

http://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/data/katsudousuishin/doc/H26%20shikaku-gaido.pdf

◎2016年4月1日付公認スポーツ指導者資格登録手続きのお知らせ
2016年4月1日付公認スポーツ指導者資格登録手続きを実施しています。資格の取得および資格継続のために

必要な手続きになりますので、該当する方は2016年3月31日（木）までにお手続きいただきますようお願いい

たします。

▽対象者・手続き方法等の詳細についてはこちら

http://www.japan-sports.or.jp/coach/news/tabid/81/Default.aspx?itemid=3219

http://www.japan-sports.or.jp/coach/tabid/221/Default.aspx
http://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/data/katsudousuishin/doc/H26%20shikaku-gaido.pdf
http://www.japan-sports.or.jp/coach/news/tabid/81/Default.aspx?itemid=3219
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◆日本体育協会主催事業 

●平成26年度SC全国ネットワーク総会
平成26年度SC全国ネットワーク総会が、去る3月4日（水）に開催されました。議事では、平成27年度事業計
画（案）、平成27年度のSC全国ネットワークの取り組み方針について協議され承認されました。また、各都道
府県連絡協議会において日本体育協会が推進する「総合型地域スポーツクラブ育成プラン2013」を今後取り進
めるためのグループ協議やオリンピックデー企画事例の紹介などを行いました。
▼開催報告はこちら
http://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/data/kurabushien/MM114_H26_sokai.pdf

●ブロック別クラブネットワークアクション2015　
事業は、地域スポーツクラブ関係者が抱える課題解決の糸口を探るための情報の共有化や、クラブ育成支援
のためのネットワークの強化を図ることなどを目的として全国9ブロックにて開催しました。全国9ブロックの
開催報告を公開しておりますので、ぜひご覧ください。
http://www.japan-sports.or.jp/local/tabid/508/Default.aspx

●平成27年度総合型地域スポーツクラブ ヒューマンエラー防止研修会開催　※開催は終了しています
本研修会は、心理的アプローチからリスクマネジメントを学ぶことで「ヒューマンエラー（事故や損害の原因と
なる人為ミス）」の防止に係る意識の啓発を図り、安全・安心なクラブ経営に資することを目的に平成27年度
より開催しています。
日　時：平成28年2月13日（土）  12:00 ～ 17:00
場　所：静岡県富士市「富士市フィランセ」
内　容：「ヒューマンエラー防止に関する講義」
　　　  「ヒューマンエラー防止に関するディスカッション」
▼開催要項、日程等の詳細はこちら
http://www.japan-sports.or.jp/local/news/tabid/84/Default.aspx?itemid=3229

●平成27年度公認クラブマネジャー研修会開催　※開催は終了しています
公認クラブマネジャー研修会は、本会公認クラブマネジャーの資質の向上および公認クラブマネジャーの
連携を図ることを目的に毎年開催しています。
日　時：平成28年3月12日（土）  12：30 ～ 17：30
場　所：東京都大田区「ヤマトフォーラム」
内　容：「NPO法人ピボットフットについて ～クラブの経営・企業との連携～」
　　　　「ヒューマンエラー防止に向けた取り組み」

http://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/data/kurabushien/MM114_H26_sokai.pdf
http://www.japan-sports.or.jp/local/tabid/508/Default.aspx
http://www.japan-sports.or.jp/local/news/tabid/84/Default.aspx?itemid=3229
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●第43回日独スポーツ少年団同時交流 団員・指導者募集要項　
本事業は、日独両国のスポーツ少年団の優れた青少年および指導者の相互交流により友好と親善を深め、国
際的な能力を高めるとともに、両国の青少年スポーツの発展に寄与することを目的に、昭和49（1974）年から
継続して実施しており、これまで両国あわせて1万人以上もの青少年の交流を行ってきています。
▼募集要項についてはこちら
http://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/data/syonendan/doc/43bosyu%20yoko.pdf

申し込みをする場合は、所属の市区町村スポーツ少年団、 都道府県スポーツ少年団からの推薦が必要になります。
応募の詳細につきましては所属の市区町村スポーツ少年団へお問い合わせください。
▼今年度の開催報告についてはこちら
http://www.japan-sports.or.jp/club/news/tabid/83/Default.aspx?itemid=3128

◆セミナー等情報

●公開講座　※開催は終了しています
「ボランティア初挑戦はロンドン。そしてソチと2大会を通じて得たかけがえのない経験～同じ日本人
だから伝えたい東京2020への想い～」
主　催：特定非営利活動法人 日本スポーツボランティアネットワーク
登壇者：西川千春 氏（ロンドン在住、在英通算24年、経営コンサルタント歴10年という経験を踏まえ、
　　　　グローバルな視点でお話していただきます）
日　時：平成27年6月2日（火）　18:30 ～ 20:30
場　所：東京都港区「港区スポーツセンター」

●スポーツボランティア研修会　※開催は終了しています
「スポーツボランティア活動のやりがいや楽しみ方を知る」
主　催：特定非営利活動法人 日本スポーツボランティアネットワーク
内　容：スポーツボランティアについて、コミュニケーションスキルについて
　　　　http://www.jsvn.or.jp/participa/train_program1.html
登壇者：宇佐美彰朗 氏（日本スポーツボランティア・アソシエーション 理事長、東海大学 名誉教授）
　　　　澤内 隆 氏（NPO法人東京コミュニティカレッジ副理事長）
日　時：平成27年6月16日（火）　18:30 ～ 20:30
場　所：東京都港区「生涯学習センター」

http://www.jsvn.or.jp/participa/train_program1.html
http://www.jsvn.or.jp/participa/train_program1.html 
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●ヤマハ発動機スポーツ振興財団シンポジウム開催　※開催は終了しています
「パラリンピック選手発掘・育成・強化システムの現状と今後の方向性について」
パラリンピック選手発掘・育成において明らかとなった現状および課題に関して、強化との連携を含めた今後
の方向性について関係諸団体、組織がどう取り組んで行くかを探るものです。障がい者スポーツに携わる関係
組織のみならずすべてのスポーツ関係者がこのテーマにどう取り組むことができるのか、という視点からシン
ポジウムを下記のとおり開催いたします。
日　時：平成27年7月4日（土）　13:30 ～ 16:00
場　所：東京都丸の内「大手町ファーストスクエア カンファレンス」
▼詳細はこちら
http://www.ymfs.jp/

●スポーツボランティア研修会　※開催は終了しています
「スポーツボランティア活動のやりがいや楽しみ方を知る」
主　催：特定非営利法人 日本スポーツボランティアネットワーク
内　容：スポーツボランティアについて、コミュニケーションスキルについて
　　　　http://www.jsvn.or.jp/participa/train_program1.html
日　時：平成27年8月8日（土）　9：45 ～ 12：45
場　所：東京都港区「港区赤坂区民センター」

●公開講座　※開催は終了しています
「取材を通じて体験した、パラリンピック4大会のボランティアたち～同じ日本人だから伝えたい東京
2020への想い～」
主　催：特定非営利法人 日本スポーツボランティアネットワーク
登壇者：星野 恭子氏（フリーライター）
日　時：平成27年8月18日（火）　18：30 ～ 20：30
場　所：東京都港区「港区スポーツセンター」

●希望郷いわて国体・いわて大会開催365日前イベント　※開催は終了しています
「国立のレガシーを北上へ」
来年、岩手県で開催される「希望郷いわて国体」本大会のメイン会場となる北上陸上競技場において、昨年6月
に取り外しを行った国立競技場の座席を同競技場に設置するイベントが行われます。イベントを主催する同大
会北上市実行委員会では座席を設置する作業を行うボランティアを全国から募集しています。
日時：平成27年10月10日（土）　11:30 ～ 14:00
場所：北上陸上競技場　※現地集合、現地解散
特別サポーター：室伏 由佳氏（ハンマー投げ・円盤投げ元全日本チャンピオン）
その他：ボランティア夕食交流会などあり
▼参加申し込み方法等詳細はこちら
http://kitakamicity.com/kokutai/wp-content/uploads/91d8ecfa223fbe9cae6921af06976b43.pdf

●スポーツボランティア研修会　※開催は終了しています
「スポーツボランティア活動のやりがいや楽しみ方を知る」
主　催：特定非営利法人 日本スポーツボランティアネットワーク
内　容：スポーツボランティアについて、コミュニケーションスキルについて
http://www.jsvn.or.jp/participa/train_program1.html
日　時：平成27年12月12日（土）　 9:45 ～ 12:45
場　所：東京都港区「港区生涯学習センター」

http://www.jsvn.or.jp/participa/train_program1.html
http://www.jsvn.or.jp/participa/train_program1.html 
http://kitakamicity.com/kokutai/wp-content/uploads/91d8ecfa223fbe9cae6921af06976b43.pdf#search='http%3A%2F%2Fkitakamicity.com%2Fkokutai%2Fwpcontent%2Fuploads%2F91d8ecfa223fbe9cae6921af06976b43.pdf'
http://www.jsvn.or.jp/participa/train_program1.html
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●日本体育・スポーツ経営学会 第53回研究集会 ※開催は終了しています
日本体育・スポーツ経営学会では、「総合型地域スポーツクラブが創る“ライフ”を問う豊かなクラブライフと
は何か」をテーマに第53回研究集会を開催します。
日　時：平成28年1月23日（土）　13:00 ～ 17:00
場　所：早稲田大学 早稲田キャンパス3号館　601教室

●スポーツボランティア研修会 ※開催は終了しています
『スポーツボランティア活動のやりがいや楽しみ方を知る』
主　催：特定非営利法人 日本スポーツボランティアネットワーク
内　容：スポーツボランティアについて、コミュニケーションスキルについて
           http://www.jsvn.or.jp/participa/train_program1.html
①日　時：平成28年1月31日（日）　13:00 ～ 16:00
　場　所：広島県広島市
②日　時：平成28年3月6日（日）　9:45 ～ 12:45
　場　所：東京都港区

●スポーツボランティアサミット2015 ※開催は終了しています
ボランティアを必要とする団体・ボランティア個人・企業・行政・スポーツ関係者などあらゆる方がスポーツ
ボランティアの現状と展望について熱い議論を交わす機会です。
主　催：特定非営利法人 日本スポーツボランティアネットワーク
日　時：平成28年2月21日（日）　13:00 ～ 16:00
場　所：東京都港区
テーマ：地域で活動するスポーツボランティアの重要性
　　　　～大規模スポーツイベント開催決定を機に自らの地域における活動を見直す～
構　成：基調講演　小谷実可子氏　「スポーツボランティアの可能性」
　　　　ゲスト講演　由良英雄氏「スポーツボランティアに期待される役割と今後の取り組み」　　　
パネルディスカッション　「スポーツボランティアに期待される役割と今後の取り組み」
▼詳細についてはこちら
https://www.jsvn.or.jp/event/index.html

●笹川スポーツ財団 ※開催は終了しています
「子ども・青少年のスポーツライフ・データ2015刊行記念セミナー」
幼児期から青少年までのスポーツの現状を明らかにしている「子ども・青少年のスポーツライフ・データ」。
笹川スポーツ財団では、その最新刊「2015年版」の発行にあたり記念セミナーを開催いたします。セミナー後
は参加者同士による立食の情報交換会も予定しています。
日　　時：2016年3月3日（木）　18：30 ～ 20：20
場　　所：東京都千代田区「東海大学 校友会館」
▼詳細についてはこちら
http://www.ssf.or.jp/event/symposium/160303.html

http://www.jsvn.or.jp/participa/train_program1.html
https://www.jsvn.or.jp/event/index.html
http://www.ssf.or.jp/event/symposium/160303.html
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●第10回全国スポーツクラブ会議inかなざわ・いしかわ 開催
総合型地域スポーツクラブは、地域スポーツを発展させる組織として、地域社会に認められるようになりまし
た。そして今、住民の声をもっと聞き、関係組織との連携と協働を拡げ、さらに地域を前進させる拠点になり
たいと、クラブのチャレンジが始まっています。本大会は、地域を前進させるイノベーション、クラブを成長
させるマネジメントを担う人材の育成がテーマです。住み続けたい地域において、仲間とともに挑み培ってき
た経験と実績を、全国の同士とともに語り合いましょう。全国スポーツクラブ会議10年の歩みを振り返り、次
の10年を展望する未来予想図を、交流拠点都市金沢で描こうではありませんか。

■参加申し込み方法■
大会公式ホームページにアクセスし、「専用申し込みフォーム」よりお申し込みください。
 http://www.spo-camp.com/ncsc10/
・大会参加、情報交換会参加の申し込み（専用申し込みフォーム）
・宿舎手配、金沢駅⇔会場間シャトルバス利用、オプショナルツアー申し込み
・参加者募集パンフレット（PDF版）のダウンロード
※専用申し込みフォームからの申し込みにご協力いただいておりますが、ご都合により、メール・FAXでの申
し込みをご希望される場合は参加申込書に必要事項をご記入の上、ご提出ください。
参加申込書は公式ホームページからダウンロード可能です。
※印刷したパンフレットも順次配布を行っていきますが、各クラブへの到着時期が異なりますので、上記サイ
トにて最新情報をご確認ください。

■参加申し込み期間■
平成27年12月21日（月） ～平成28年3月25日（金）
※期間終了後の申し込みについては、下記問い合わせ先までご連絡ください。
☆注目の新企画

「クラブメッセ2016」「金沢まちなか情報交換会」「クラブ熟議」などなど、内容の詳細はFacebookでチェック！ 
随時情報をアップしていきます。

【大会公式Facebookページ】
https://www.facebook.com/nationalconferenceofsportsclub10th/

【第10回全国スポーツクラブ会議inかなざわ・いしかわ 概要】　
主　催：第10回全国スポーツクラブ会議実行委員会
共　催：公益財団法人 日本体育協会総合型地域スポーツクラブ全国協議会
　　　　クラブリンクJAPAN、認定NPO法人クラブネッツ
後　援：スポーツ庁、石川県教育委員会
　　　　（公財）石川県体育協会、金沢市
主　管：いしかわクラブゾーン（石川県クラブ連絡協議会）
日　程：平成28年5月21日（土）・22日（日）
主会場：いしかわ総合スポーツセンター（石川県金沢市）
テーマ：地域スポーツイノベーションを拓くクラブマネジメント人材の育成

【 大会内容に関する問い合わせ先】
第10回全国スポーツクラブ会議実行委員会事務局
いしかわクラブゾーン事務局
メール：ishikawa.clubzone@gmail.com

https://www.facebook.com/nationalconferenceofsportsclub10th/
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◆書籍・報告書等情報

●アクティブ・チャイルド・プログラム――子どもの心と体を育む楽しいあそび
子どもたちが『楽しみながら』『積極的に』からだを動かすことができる。それが『アクティブ・チャイルド・プ
ログラム（ACP）』です。本書は、同プログラムについて、理論を徹底解説し「あそび」のメニューを、発展例ま
で豊富に掲載したはじめての書籍です。
▼主な内容、購入のお申し込みについてはこちら
http://www.japan-sports.or.jp/publish/tabid/777/Default.aspx#kanren09

●総合型地域スポーツクラブ育成プラン2013
日本体育協会では、これまでに寄せられた総合型クラブ関係者の意見や現状における緊急度の高い課題など
を踏まえ今後概ね5年を目途とする取り組みについて整理し「総合型地域スポーツクラブ育成プラン2013（育
成プラン2013）」として取りまとめました。現在、本会では「育成プラン2013」にもとづき総合型クラブ育成事
業を進めています。
▼「育成プラン2013」に関する詳しい内容はこちらから
http://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/data/kurabuikusei/doc/club_ikusei_plan2013.pdf
▼メールマガジン連載記事
http://www.japan-sports.or.jp/local/tabid/759/Default.aspx#list4

●スポーツボランティア　ガイドブック・研究情報
スポーツボランティアに関する様々な調査・研究が行われています。

「スポーツボランティア・運営ガイドブック～スポーツイベントのボランティアを知る～」
〈笹川スポーツ財団〉
スポーツイベントでのスポーツボランティア運営者向けの運営ガイドブックを紹介いたします。
ボランティア運営の流れやボランティア・リーダーの養成、運営上の留意点などが解説されています。
クラブでイベントを行う際などに、お役立てください。
▼詳細はこちら
http://www.ssf.or.jp/research/report/report24.html

●平成26年度 文部科学省「スポーツにおけるボランティア活動活性化のための調査研究
（スポーツにおけるボランティア活動を担う組織・団体活性化のための実践研究）」
〈笹川スポーツ財団〉
「スポーツボランティア活動の活性化のための今後の方向性と支えるスポーツ」の推進を図るための基礎資料と
することを目的に研究がされました。スポーツボランティア組織・団体の実態調査、事例調査、トライアル事
業について報告されています。総合型クラブや個人でボランティア活動を検討されていましたら、スポーツボ
ランティアの現状を知るための資料として、ぜひクラブ運営にお役立てください。
▼詳細はこちら
http://www.ssf.or.jp/research/report/report21.html

http://www.japan-sports.or.jp/publish/tabid/777/Default.aspx#kanren09
http://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/data/kurabuikusei/doc/club_ikusei_plan2013.pdf
http://www.japan-sports.or.jp/local/tabid/759/Default.aspx#list4 
http://www.ssf.or.jp/research/report/report21.html
http://www.ssf.or.jp/research/report/report21.html
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●「スポーツリスクマネジメントの実践」アプリ・ウェブブックを配信
日本体育協会が、平成21年度から平成25年度に実施したリスクマネジメント研修会の内容を、研修会で出た
質疑応答の内容も含めて取りまとめました。スポーツにはケガが付きものである、と言われていますが、意識
不明の重体や死亡につながる事故は、指導者がリスクマネジメントの意識を持つことで防ぐことができます。
クラブの事故防止にぜひご活用ください！
▼ウェブブック閲覧、アプリダウンロードはこちらから！
http://www.japan-sports.or.jp/publish/local/tabid/936/Default.aspx#02

◆「フェアプレイ」キャンペーン情報

日本体育協会では、社会におけるスポーツの価値をより高めていくこと、スポーツの力で日本を元気にすること
を目的に「フェアプレイで日本を元気にキャンペーン」を推進しています。

●「日本フェアプレイ大賞2015-16」フェアプレイエピソード募集中！
あなたが実践した「フェアプレイ」、あなたが見た「フェアプレイ」、あなたが感動した「フェアプレイ」など、み
んなに伝えたいフェアプレイエピソードをお送りください。
フェアプレイ大賞に応募されたエピソードをもとに「フェアプレイフラッグ」とオリジナル「フェアプレイムービ
ー」を制作します！
▼応募はこちらから！
http://fairplay.japan-sports.or.jp/

▼「日本フェアプレイ大賞2014 授与セレモニー」を行いました！
http://www.japan-sports.or.jp/index/news/tabid/92/Default.aspx?itemid=3015

▼さあ、あなたもフェアプレイ宣言！
http://www.japan-sports.or.jp/portals/0/data0/fair/

▼おもしろいし、ためになる！　「フェアプレイニュース」「スポーツニュース
http://www.japan-sports.or.jp/portals/0/data0/fair/news/index.html

◆その他

●熱中症対策予防情報
これからの季節、屋内外の運動で特に気をつけたいのが熱中症。スポーツによる熱中症はしっかりとした予防
をすれば防ぐことができます。熱中症対策をしましょう！
▼熱中症の病型と救急処置、スポーツ活動中の熱中症予防ガイドブック等についてはこちらから
http://www.japan-sports.or.jp/medicine/tabid/523/Default.aspx

http://www.japan-sports.or.jp/publish/local/tabid/936/Default.aspx#02
http://fairplay.japan-sports.or.jp
http://www.japan-sports.or.jp/portals/0/data0/fair/
http://www.japan-sports.or.jp/portals/0/data0/fair/news/index.html
http://www.japan-sports.or.jp/medicine/tabid/523/Default.aspx
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●マイナンバー情報
来月10月１日から住民票を有する方一人一人にマイナンバーが通知されます。平成28年１月からは、社会保障・
税・災害対策の行政手続きにマイナンバーが必要となります。今のうちから、マイナンバー制度の詳細を確認
しましょう！
▼内閣官房　マイナちゃんのマイナンバー解説ページ
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/gaiyou.html

●平成27年度生涯スポーツ功労者表彰が行われました！
生涯スポーツ功労者表彰は、国が地域または職域におけるスポーツの健全な普及および発展に貢献し、地域
におけるスポーツ振興に顕著な成果をあげたスポーツ関係者を表彰するものです。今年度は158名、113団体
が表彰され、日本体育協会からは総合型地域スポーツクラブ育成指導者として8名を文部科学省へ推薦し、「生
涯スポーツ功労者」として決定されました。
▼生涯スポーツ功労者一覧、表彰式の様子等はこちらから
http://www.japan-sports.or.jp/index/news/tabid/92/Default.aspx?itemid=3168

http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/gaiyou.html
http://www.japan-sports.or.jp/index/news/tabid/92/Default.aspx?itemid=3168

