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1｜概　要　※平成27年4月1日現在

うつくしま総合型スポーツクラブユニオン
～県内総合型スポーツクラブのリ・スタートに向けて～

［連載］SC全国ネットワーク「都道府県連絡協議会」 活動報告VOL.25

2｜設立経緯
　SC全国ネットワークが平成21年2月に設立されたことを受け、福島県でも県内総合型スポーツクラブの

組織化に向けて協議を開始し、平成22年2月にうつくしま総合型スポーツクラブユニオン（以下県ユニオ

ン）を設立しました。「県内の総合型スポーツクラブのネットワークを図り、魅力あるクラブづくりを促進

し、多くの地域住民がクラブライフを通じて、健康・生きがいづくりに寄与すること」を目的として設立し、

今年度で設立6年目を迎えています。平成23年には県内8地区にてクラブ間のネットワークを図るために、

下部組織である地区ユニオンが組織化されました。組織の活性化を図りながら、クラブ同士が支え合う体

制づくりを目指しています。

3｜組織図

3,000円（1クラブ）

※加盟クラブ数84クラブ（県内87クラブ）

①総会、役員会、常任理事会の開催

②県ユニオン自主事業（研修会・交流事業）

③県内8地区における地区ユニオン交流事業

年会費：252,000円

補助金：2,200,000円　

〇 年 会 費 ……………………

〇事業内容（平成26年度）…

〇年間予算（平成27年度）……
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4｜具体的な取り組み
＜県ユニオンの取り組み＞
　県ユニオンは、平成23年4月より正式に活動を開始する予定でした。しかし、3月の東日本大震災・原

子力災害により、県内の総合型スポーツクラブでは、避難を余儀なくされたり、活動場所が避難所となっ

たりして活動できませんでした。特に、浜通りの総合型スポーツクラブは大きな被害を受け、現在もその

影響が続いています。

　そうした中、県ユニオンとしては、平成24年度に柳津町（会津地区）で、平成25年度には西郷村（県南地区）

を中心に県ユニオン交流事業を開催し、各地区、各クラブの活動状況の情報交換やクラブの自立に向けた

研修会、ウォーキング等を通しての交流事業を行いました。各地区やクラブの現状を理解することを通し

て、県内クラブのネットワーク構築及び強化することにつながりました。

　平成26年度には、第68回全国レクリエーション大会2014ふくし

まが開催され、県ユニオンも県内の協力団体として参画しました。

県ユニオン自主事業を兼ねて、県内8地区のユニオンごとに体験ひ

ろばを運営しました。各地区ユニオンが企画・立案、運営方法など

を協議し準備を進めてきました。

　当日は、県民のみならず全国からお越しいただいた方々へ、県内

の総合型スポーツクラブが元気に頑張っている姿を見せる良い機会

となりました。

　震災前の活動ができる状況にはない総合型スポーツクラブもあり

ますが、全国の方々のご支援により少しずつ前進しています。

平成24年度交流事業 平成25年度研修会及び交流事業

＜地区ユニオンの取り組み＞
　県内8地区にある地区ユニオンでは、県ユニオンの補助事業として地区ユニオン自主事業を実施してい

ます。地区クラブ会員の交流を図る事業やクラブマネジャーの資質向上を図る事業、行政との連携を図り

地域住民の運動への興味・関心を高める事業など地区ごとに特徴ある事業を実施しています。これらの事

業を通して、地区クラブのネットワークを強化し、事業目的の達成のために取り組んでいます。
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5｜今後の展望
　平成26年度、県ユニオンの今後の方向性について、常任理事会や

県内のクラブマネジャーを中心とした会議において協議を進めてき

ました。その中で、県ユニオンの自立を図るために、今年度は機能

強化事業を計画し、法人格取得や専門部設置に向けた準備を進めて

いくことになりました。

6｜連絡先
うつくしま総合型スポーツクラブユニオン事務局
〒960-8065　福島県福島市杉妻町5番75号  県庁東分庁舎3号館

TEL：024-526-4680　　FAX：024-526-4681
E-mail：utsukushima@u-kouiki.jp

平成27年度総会
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1｜概　要

一般社団法人彩の国SCネットワーク
～自立への道に向けて～

［連載］SC全国ネットワーク「都道府県連絡協議会」 活動報告VOL.26

2｜設立経緯
　平成16年に有志がシンポジウムを開催し、平成19年12月に「ふぁいぶるクラブ運営協議会」を設立、平

成23年3月には「埼玉県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会」を設立しました。その後、「協議会の自立」

に向けて協議会の「法人化」を決定し、平成26年5月に「一般社団法人彩の国SCネットワーク」を設立しま

した。設立初年度の会員は、県内88クラブで正会員は49クラブです。

6,000円／1クラブ　※加盟クラブ数49クラブ（県内88クラブ）

※前身の埼玉県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会の年会費6,000円を踏襲

①プロジェクト事業

②広報活動事業

③SCネットワーク運営事業

563,000円

年会費：406,000円（6,000円／1クラブ）×66クラブ＋10,000円（賛助会費）

参加料：10,000円

　　　（正会員以外の研修会、クラブミーティング参加費 1,000円×10人）

寄付金：147,000円

①身軽な組織　事務局と、プロジェクト（事業）が、より動きやすい体制に　
②素早い組織　迅速に、検討→決定→実行→フィードバックできる体制に
③フレキシブルな組織　「新たな主役」（次世代・若手＝ネクストステージ）を、自ら生みだせる体制に

〇年会費（参加費）………

〇事業内容………………

〇 年 間 予 算 ……………
　（平成26年度）

【広報事業】
【SCネットワーク運営事業】

【顧問】
県体協専務理事

オールハッピープロジェクト
県内すべてのクラブに好影響を与える事業

スキルアッププロジェクト
主に次世代のスキルアップを目指す研修等

ネットワークプロジェクト
クラブ及び他業種との連携に関する事業

【プロジェクト事業】
事業担当理事3名
（他、必要に応じて構成）

正会員（クラブ）
＜年会費6,000円＞
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3｜活動目的、理念・ビジョン
　当法人は、スポーツ文化活動を通じて健康で文化的な地域社会を構築することを目指す「総合型地域ス

ポーツクラブ」が、コミュニティの核となり豊かな県民生活の一助となるための活動を支援することを目

的とします。

4｜具体的な取り組み
＜子育てママ応援プロジェクト＞
　近隣の2市1町の総合型地域スポーツクラブがそれぞれの持つ資源や得意分野を出し合い、幼児期の運動

の重要性を啓発することを目的とした、「初めてのスイミング」「託児付きアロマヨガ」「初めてのサッカー」

「ふれあいリトミック&運動遊び」など保護者と未就学児で参加するプログラムを実施しました。同世代の

ママが指導する姿を見せることで、クラブの身近さをアピールできました。また、NPO法人東松山ペレー

ニア、NPO法人武蔵丘スポーツクラブ、NPO法人ウェル坂戸の3クラブが参加し、クラブ間の交流が促進

され、新たな事業への展開が進んでいます。

＜ステップアップ研修会＞
　県内の総合型地域スポーツクラブの運営を円滑に進めるため、クラブマネジャー及び事務局スタッフ等

の資質向上を図るために研修会を実施しました。しかし、人を雇用するまでに至っていないクラブが多く、

講義の内容と現場を結び付けるのに苦労しましたが、組織の人事・労務管理、資金調達、ファシリテーシ

ョンに関する基礎知識を学ぶことができました。また、他分野の事例から多くのことを学び、即実践可能

な情報を得ることができ、見える化やアイスブレイクの実技により実践力が高まりました。

＜クラブミーティング2014の開催＞
　総合型地域スポーツクラブ間のネットワークを促進し、各クラブの運営の一助となることを目的にクラ

ブミーティングを行いました。24の総合型地域スポーツクラブ総勢67人の参加があり、第1部のプログラ

ム体験ではヨガ教室、リボンエクササイズ、ノルディックウォーク教室、ペタンク教室、スクエアステッ

プ教室、スピードボール教室、クライミング体験が行われました。第2部は、株式会社ERUTLUC代表取締

役鈴木良和氏による「口コミで参加者が増えるスポーツ教室の運営」というテーマで講演が開かれました。

その結果、県内総合型地域スポーツクラブのネットワークの促進と、様々な種目の体験により参加者の引

き出しが増えました。

5｜今後の展望
　彩の国SCネットワークとして、県内すべての総合型地域スポーツクラブはもとより、行政機関、大学を
はじめとする学校、県内の事業者及び地域住民などとの連携を図り、自立への道を着実に歩んでいきたい
と思います。

6｜連絡先
一般社団法人彩の国SCネットワーク
〒330-0072　埼玉県さいたま市浦和区領家4-5-6  NPO法人浦和スポーツクラブ内
TEL：048-887-7140　　FAX：048-679-1063　　E-mail：info@sainokuni-sc.net
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1｜概　要

長野県総合型クラブ連絡協議会
～総合型クラブの定着・発展促進に向けて～

［連載］SC全国ネットワーク「都道府県連絡協議会」 活動報告VOL.27

2｜設立経緯
　平成21年2月に日本体育協会の組織内組織として総合型地域スポーツクラブ全国協議会（SC全国ネ

ットワーク）が設立され、各県に連絡協議会の設置が求められたことから、長野県でも県内クラブ協議

会の組織化に向けて協議を開始し、平成21年6月16日、行政主導で長野県総合型クラブ連絡協議会が

設立されました。

　本県連絡協議会は、長野県で活動する総合型クラブの定着・発展を促進するため、総合型クラブ間

の連携・協力体制を整備するとともに、円滑な運営に資する情報の共有化等により、クラブの運営能

力を高め、もっと生涯スポーツ社会の実現に寄与することを目的としていて、現在、64クラブ（平成27

年4月現在）が加入しています。

3｜具体的な取り組み　※平成26年度

なし

①総会の開催（5月・2月）

②研修会の開催（10月）

③県連絡協議会理事会の開催

④県下4地区連絡協議会（ネットワークアクション）の開催

64クラブ（県内64クラブ）　※平成27年4月現在

〇年会費（加盟費）…………
〇事業内容（平成26年度）…

〇加盟クラブ数………………

・前年度の事業報告と事業計画

・県連絡協議会のあり方について　など

［対象者］クラブ代表者、クラブマネジャー、事務局員等

［内　容］

①講演（全国的な動向や他県の実践に学ぶ）

　・｢安定したクラブ運営に向けて」

　　講師：新潟医療福祉大学 教授　西原康行氏

　・「石川県総合型クラブの現状と課題」

　　講師：NPO法人クラブパレットゼネラルマネジャー　榎 敏弘氏

②事例発表（長野県内総合型クラブの取り組みに学ぶ）

　・｢クラブ運営はスポーツ環境づくりから」

　・「地域おこしと総合型クラブ」

③研修報告（日本体育協会クラブマネジメント指導者海外研修に学ぶ）

　・「クラブマネジメント指導者海外研修事業報告」

④グループ別討議（4グループに分かれて、一人一人の発言に学ぶ）

　・「総合型クラブの継続のヒント」

〇連絡協議会……………

〇研修会…………………
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4｜今後の展望
　大きく分けて2つの課題を解決していきたいと考えています。

　まずは、「エリアミーティングの充実」です。本県は、南北にエリアが広く、これまでも距離的に近い

クラブの交流を行ってきています。この活動をさらに活発にしていくための環境整備として、県連絡協

議会の下でのエリアミーティングのあり方について検討するとともに、各エリアの課題等を吸い上げ、

県連絡協議会として解決に向かっていくといった体制の確立も進めていこうとしているところです。

　次に、「自主財源の確保」です。平成26年度末現在、県連絡協議会の活動資金はすべて助成金や補助金

によるものであり、独自の財源がない状況です。県連絡協議会加盟のための会費設定も未実施となって

います。財政的自立を進めると同時に、組織的自立へも進んでいきたいと考えています。現在の本県連

絡協議会は、広域スポーツセンター並びに県体育協会とも良い関係で連携した事業を実施しています。

行政と一体となって協力関係を維持しながら、県連絡協議会が自立することの意義や目的などを検討し

ていこうとしているところです。

5｜連絡先
長野県総合型クラブ連絡協議会
〒390-1131　長野県松本市大字今井3443　長野県広域スポーツセンター（長野県体育センター）内

TEL：0263-86-0218　　FAX：0263-86-0204

E-mail：taiikucenter@pref.nagano.lg.jp
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日本体育協会 公式メールマガジン 平成27年度 総集編　〈3. 連載記事〉

 1｜概　要

総合型地域スポーツクラブ和歌山県協議会
～つながりに重点を置いての活動を目指す～

［連載］SC全国ネットワーク「都道府県連絡協議会」 活動報告VOL.28

①県協議会の設立経緯について
　本県では、きのくに広域スポーツセンターが主となり、創設済みクラブを会員として県協議会の前身

である和歌山県連絡協議会を平成17年度に発足させ、クラブ間のネットワークの構築、スポーツ情報を

提供する会議の実施、クラブマネジャー研修会の実施、スポーツ交流大会の開催等の活動を行ってきま

した。しかし、設立済みクラブと創設準備中クラブとの情報交換や交流の場がありませんでした。

　このような状況を踏まえ、県内のクラブの運営力強化やクラブ間の連携の仕組みを構築し、円滑な活

動を支援する環境を整えることを目的として、創設準備中クラブも会員とした現在の県協議会が平成21

年より新たに立ち上がりました。平成25年度には、クラブ間連携の仕掛けとして各地域でそれぞれ会議

と事業を実施できるよう、県内を地域別に4つのブロックに分けてブロック会議を立ち上げました。

②県協議会の活動目的、理念について
　県協議会規約第4条に「本協議会は、県内で活動する総合型地域スポーツクラブの定着・発展を図り、

生涯スポーツ社会の実現に寄与することを目的とする」と定めています。県内の全クラブが加盟してい

る特徴を生かし、事業面、情報面等での相互連携を図り、全クラブがつながりを持てるように事業を行

っています。

総合型地域スポーツクラブ和歌山県協議会（以下「県協議会」）〇 団 体 名 ………………………

 2｜活動紹介

県内57クラブ

①ブロック別会議の開催（年3 ～ 4回）　②ブロック別事業の実施

③理事会、総会の開催　④各種研修会の開催

 …………………………………

〇 事 業 内 容 ……………………

〇県協議会加盟中の総合型地域スポーツクラブ（以下「クラブ」）の数

 3｜組織体制

事務局
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日本体育協会 公式メールマガジン 平成27年度 総集編　〈3. 連載記事〉

①県内4ブロックにおける会議及び事業の開催

［第2ブロック］ドッジボール交流大会 集合写真

地域でのクラブ間連携の強化
［第1ブロック］ クラブ紹介チラシ作成
［第2ブロック］ 交流ドッジボール大会　参加者：9チーム、107名
［第3ブロック］ 情報交換会　　　　　　参加者：20名
　　　　　　  ドッジボール交流会　　 参加者：8チーム、103名

［第4ブロック］ クラブ交流研修会
　　　　　　　（1日目）参加者：13名　グラウンド・ゴルフ体験会、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　テーピング講習会、情報交換会
　　　　　　　（2日目）参加者：33名　交流グラウンド・ゴルフ大会

〇目　的…………
〇参加状況………
　（平成26年度）

ブロック別に会議を持ち、自分たちで事業を企画、運営することが定着してきたことが
大きな成果の一つです。また、県協議会の加盟金の是非について話し合われるなど、県
協議会の活動をさらに活発にしていこうとの前向きな意見が議論されるようになってき
ました。一方、本県は縦に長い地形のため、行事への参加では移動距離が課題となって
いました。そこで4つのエリアでブロック別に会議を持つ仕組みを作ったのですが、そ
れぞれの会議への全クラブ参加にはまだ至っていません。会議への出席がないクラブは
事業への協力が少なく、ブロック一丸で活動できる体制づくりが今後の課題です。

〇成果と課題……

②各種研修会の開催
（ア）クラブ実践交流会の開催
（イ）和歌山県総合型地域スポーツクラブ関係者等研修会の開催
（ウ）地域スポーツ指導者等研修会の開催
クラブ運営を行う人材の資質向上を図りクラブのさらなる発展を促すとともに、クラ
ブ間の情報共有、交流の場とし、連携または協働につなげていくこと。
研修会を通して、クラブ間の交流が深まり、連携及び協働の足がかりとなることがで
きました。
また、クラブとスポーツ推進委員との交流にもつながり、クラブの認知度が高まりま
した。未育成の町村では、スポーツ推進委員がクラブ創設時、地域での核となること
も多いことから、クラブの方と同じ研修を受け、実際にクラブの活動内容や目指す方
向を見てもらうことで、一つのきっかけ作りができたのではないかと思われます。
今後はこのつながりを生かして、クラブ間の協働またはクラブと他団体が協働できる
仕組みを作り上げることが課題となります。

〇研修会の種類…

〇目　的…………

〇成果と課題……

［第4ブロック］クラブ交流研修会
1日目グラウンド･ゴルフ研修会参加者集合写真

 4｜連絡協議会の具体的な取り組み
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日本体育協会 公式メールマガジン 平成27年度 総集編　〈3. 連載記事〉

　現在は、きのくに広域スポーツセンターの予算の下、各事業を行っている状況ですが、ゆくゆくは加
盟クラブから会費を集め独自の財源を持ち、より魅力のある活動を展開できるよう検討を重ねている状
況です。今後、県協議会としては、独立した活動を行うとともにブロック別事業や各種研修会を通じて

『つながり』に重点を置き、クラブ間、クラブとスポーツ推進委員、クラブと市町村担当者といったクラ
ブに関わるすべての人や団体また、今はまだクラブやスポーツに関わりのない方々ともつながりを持ち、
地域のコミュニティづくりに貢献できる組織を目指していきたいと考えています。

総合型地域スポーツクラブ和歌山県協議会
〒640-8262　和歌山県和歌山市湊通丁北1丁目2-1　公益社団法人和歌山県体育協会内
TEL：073-431-1080　　FAX：073-433-4408
E-mail：sekizawa_h0001@pref.wakayama.lg.jp　　HP：http://www.wakayama-kouiki.jp/

総合型地域スポーツクラブ和歌山県協議会
（略称：ＳＣわかやまネットワーク）ロゴマーク

※こちらのロゴマークは、平成25年度に県内クラブより公募し、決定したものとなっております。

 ロゴマークを紹介します！

 5｜今後の展望

 6｜連絡先
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 3｜具体的な取り組み

島根県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会
～総合型地域スポーツクラブの継続・発展に向けて～

［連載］SC全国ネットワーク「都道府県連絡協議会」 活動報告VOL.29

　島根県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会は、日本体育協会による「総合型地域スポーツクラブ全
国協議会」が平成21年2月に設立されたのを受け、島根県の総合型地域スポーツクラブ及び設立準備中
クラブの定着・発展を促進し、円滑な運営に資する情報交換・交流の活性化を図るために、平成22年1
月23日に設立されました。

なし
①総会、検討委員会の開催
②研修会の開催
③広報活動
④総合型地域スポーツクラブ全国協議会との連携
⑤その他、目的達成に必要な事業
33クラブ（県内33クラブ）

〇年会費（加盟費）……………
〇事業内容……………………

〇加盟クラブ数………………

　連絡協議会の総会を年2回開催しています。
　本県は東西に長く離島もあるため、共同事業の開催が難しいことから、全クラブが一堂に会するこ
の総会が、貴重な情報交換の場になっています。また、広域スポーツセンターと共に、クラブマネジ
ャー及びアシスタントマネジャーのクラブ運営に必要なマネージメント能力の向上のため、マネジメ
ント研修会等を年２回開催しています。その中では、クラブでの取り組みや助成事業での事例発表等
も行い、他のクラブの良いところを参考にし、その学びから新しい事業につながるようにしています。

平成26年度第2回連絡協議会の様子（左：総会、右：分科会）

 1｜概　要

 2｜設立経緯

 3｜具体的な取り組み
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　連絡協議会は平成25年度まで、研修会の内容等すべて事務局任せでした。
　クラブも自立が求められている今日、連絡協議会も少しずつ自立に向け変わっていかなければいけ
ないという意見が出始め、活動の方向性や事業内容の素案を決める検討委員会が平成25年度後期に発
足しました。この検討委員会の委員は、協議会の幹事長、副幹事長、前幹事長、幹事長指名の2名を含
む委員と事務局（県保健体育課担当、県体育協会担当）の構成です。
　検討委員会ができたことで、連絡協議会の事業のほとんどが事務局任せであったものが、そこで協議、
検討されたことが直接連絡協議会の活動内容に反映できるようになってきました。
　また、検討委員会においては、「連絡協議会が自立していくには、事務局をどこかのクラブに置き、
SC全国ネットワークや各県SCとも連絡を取り合うことができるようにしていくことが必要ではない
か」という意見が出てきています。しかし、現在の県内クラブでは、事務局として成り立つ安定した運
営をしているクラブがないため、しばらくは事務局を広域スポーツセンター（県体育協会）が担うこと
になっています。連絡協議会としては、役割を明確にし、各クラブの活動が充実できるようなサポー
ト体制の強化、クラブ間同士の交流事業の計画・実施に向けた前向きな取り組み等、自立した事務局
の設置に向けて準備を進めることとしています。

島根県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会事務局
〒690-0015　島根県松江市上乃木十丁目4-2　しまね広域スポーツセンター内
TEL：0852-60-5053　　FAX：0852-26-4733　　E-mail：shimaneken@japan-sports.or.jp

マネジメント研修会

 4｜今後の展望

 5｜連絡先
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 1｜概　要

総合型クラブおきなわネットの会
～クラブ間の相互理解を深めるために「Fromクラブtoクラブ」～

［連載］SC全国ネットワーク「都道府県連絡協議会」 活動報告VOL.30

　国（文部科学省）は、生涯スポーツ社会づくりの実現に向けて総合型地域スポーツクラブ（以後「総合

型クラブ」）を推進しており、本県においても平成13年に「沖縄県スポーツ振興計画」を策定し、総合型

クラブを普及・育成してきました。その中で、これらの総合型クラブが主体的に自立し、継続的な活

動へと定着していくためにはクラブ間のネットワークづくりの必要性が高まったことから、平成20年

に育成クラブとの検討を行い、平成21年4月に「総合型クラブおきなわネットの会」が設立され今年で

７年目を迎えました。

　本会は、県内総合型地域スポーツクラブ（以下、「総合型クラブ」とする）間並びに関係機関との連携

を図る活動を行い、県内総合型クラブの発展に寄与することを目的としています。

総合型クラブおきなわネットの会〇団体名………………………

 2｜連絡協議会の設立経緯

正会員：10,000円／年　準会員：5,000円／年

（ただし、免除措置申請書による会費の免除措置を設けている）　

賛助会員：（検討中）／年

1　会議

　①総会…1回／年　②運営世話人会議（役員会議）…3回程／年

　③地区別会議……2回程／年

2　事業

　①総合型クラブ交流会…1回／年　

　②Fromクラブtoクラブ……4回程／年　

　③救急法基礎講習…1回／年　④Facebook活用研修会1回／年

　⑤ホームページ活用研修会1回／年

平成27年度予算　860,000円　繰越金：180,000円　

年会費：120,000円　事業収入：160,000万円　

補助金：400,000円

…………………………………

〇事業内容（平成27年度）……

○年間予算 ……………………

〇年会費（平成24年度より会費制度を設けている）  

 3｜連絡協議会の活動目的、理念・ビジョン
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○県内6ブロックにおける会議及び事業の開催

○総合型クラブ交流会

　設立当初は県内に育成された総合型クラブは必然的に本会へ加盟される体制でした。しかし、会員登

録手続きや会費制度もなく、各クラブとしても加入意識が持てない状況であり、連絡協議会というもの

が曖昧なものになっていたことから、平成24年度からは加入手続きと会費制度を設け、各クラブの自

主的な参画を進めています。会員数は変動もありますが、約25クラブ（正会員10 ～ 15クラブ、準会員

5 ～ 10クラブ）です。本県の総合型クラブ数は63クラブであり、本会への加入率は約40％となります。

　組織体制は本県を６つの地区に区分け（北部、中部、中南部、南部、宮古、八重山）し、各地区に所

属する会員クラブと、その中から各地区役員（運営世話人）クラブを選出し、６名の運営世話人と、事

務局である沖縄県体育協会で組織しています。

　設立当初から本会活動の主事業として総合型クラブ交流会を実施しています。

1）目的　県内の総合型クラブが一堂に会し、クラブ運営に関する情報の共有と交流を目的としています。

2）参加状況　本会の会員非会員を問わず、約30名（15 ～ 20クラブ）が参加し、スポーツ体験や情報交換

などの交流が行われています。

3）苦労した点、良かった点　運営については、その年の受け入れ地区の数クラブ並びに事務局で企画・

運営を行います。開催日を決めるための日取りや会場の確保、各クラブの役割分担を決めるのは大変です

が、このような準備を通して交流や関係が深まっています。

4）成果　これまでは、クラブ間のつながり（クラブで協働事業を開催するなど）はなかなか難しい状況で

した。しかし近年では、数クラブで共通したスポーツ活動を取り入れ、年に数回の交流大会を開催するな

どクラブ相互の連携が始まっています。このことは、総合型クラブ交流会を通したネットワークづくりの

成果だと捉えています。

5）他の協議会へのアドバイス　当たり前かもしれませんが、これまで活動を進めて気づいたこととして、

クラブとクラブがつながるためにはステップがあり、「クラブ運営をしている者同士がつながる」という

過程が必要です。人と人がつながり、　初めてクラブとクラブのつながりになります。単に顔を合わせる

だけの関係ではなく、内面的な心と心の信頼関係を築くことだと思います。このような関係づくりには単

にクラブ運営の話題や仕事として関わるだけではなく、ある意味プライベートな部分まで理解する、され

るなどの雰囲気づくりや取り組みが必要だと思います。今年度から本会では、「Fromクラブtoクラブ」と

題し、私のクラブからあなたのクラブにという意味で、クラブ相互の活動視察研修（交流兼ねる）を推進

していくところです。

 4｜組織体制、県内クラブの特徴

 5｜活動内容

総合型クラブおきなわネットの会組織図

事務局
（沖縄県体育協会） 総　　　　会

運営世話人

（北部地区） （北部地区） （宮古地区）（中南部地区）（中部地区） （北部地区） （八重山地区）（南部地区）

運営世話人 運営世話人 運営世話人運営世話人 運営世話人

顧問・相談役・監査役

各地区所属の加入クラブ（任意加入）
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　当初の計画では、平成27年度には本会事務局をクラブへ移行する方向性を持っていました。しかし、

総合型クラブを取り巻く様々な環境の変化や現状から事務局移行の目処や方向性は定まっていません。現

在、本会の活動も研修の場を設けるなど、役割がネットワークづくりから、支援へと変化していますが、

今後の展望についてはこれからも議論が必要な状況です。

総合型クラブおきなわネットの会
〒900－0026　沖縄県那覇市奥武山町51－2　沖縄県体協スポーツ会館内

TEL：098-857-0017　FAX：098-857-0085　E-Mail：sc.okinet@gmail.com

 6｜今後の展望

 7｜連絡先

総合型クラブ交流会において「ミニトランポリン」を
体験する様子

総合型クラブ交流会の懇親会の様子
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　1　プログラム概要

 2　主婦目線で生まれた人気のプログラム

●実 施 頻 度：7月～ 9月（毎週水曜日・年10回）
●時 　 　 間：5：00 ～ 5：50
●場 　 　 所：塩田公民館屋外芝生広場（※雨天中止）
●参 加 者 層：働く若年層～主婦層が中心（平均参加人数15名）
●実 施 種 目：ヨガ
●参 加 料：会員１回300円　非会員500円
●経 　 　 費：講師謝金3,000円程度　
●運 営：クラブ事務局スタッフ2名
●教 室 名：超!! 朝活 「早朝ヨガ」
●工 夫 点：日頃からなじんでいる地域の公民館の芝生を使うことで気軽に参加可能

　家事・育児に忙しい主婦層が「家族に気兼ねなく参加できる時間帯はいつだろう？」と子育て中のス
タッフ同士で話していた時に、「朝５時からならば６時に家に戻って家事ができるね」という話になり、
企画しました。当初、「朝５時に人が来るのか？」という不安もありましたが、実際に始めてみれば、「こ
の時間なら自由になる」「早起きは得意だから無理なく参加できる」という主婦層に大変人気の講座とな
りました。

我がクラブの人気プログラム○1

連 載
新

 3　早朝ヨガでさわやかな一日の始まり

だんだん空が明るくなる神秘的な時間を共有 楽しい早朝ヨガで一日がスタート

　朝の忙しい時間帯のため、準備から撤収までスピーディーに行うようにしています。また、朝からハ
ードに体を動かすというよりは、さわやかな一日のスタートにふさわしい時間となるような楽しいトー
クやリラックスしたムードづくりを、指導者・スタッフが自然体で行っています。朝5時ですから、メ
イクも服装も自然体そのもの！　もちろん、気持ちのいい朝の挨拶も必須です。
　朝5時には薄暗い野外も、だんだんと日が昇り明るくなる神秘的な時間を地域の皆さんと共有できる
ことも魅力の一つです。
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超!! 朝活 「早朝ヨガ」
～うえだミックスポーツクラブ～
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 4　目指すは笑顔が行き交うオリジナルクラブ
　ヨガというオーソドックスな種目も、時間や場所など、少しのチャレンジとアイディアで新たな参
加者を取り込めるということが分かりました。決められた枠の中だけでなく、場所も時間も自由にア
レンジできるのが「総合型地域スポーツクラブ」のメリットだと改めて実感する機会となりました。現
在、地域の方の畑を改造したマウンテンバイクのコースなどもあり、身近にある場所・時間、それを
取り巻く人との化学反応で、どのように楽しみながら前向きに生かしていくのかが我々クラブのカラ
ー、特色となると感じています。今後は少子高齢化が進む中で、地域の課題・ニーズを考えながら、様々
な年代の人の笑顔が行き交うオリジナルなクラブづくりをしていきたいと思います。

（クラブマネジャー／荒川玲子）

ク ラ ブ プ ロ フ ィ ー ル
●クラブ概要
スポーツ文化の発展を願うプロのスポーツ指導者が発起人となり、活動が始まりました。指導
者、運営に携わる人たちの自由な発想を生かし、子どもの運動遊び教室やバレエ教室、チアリ
ーディングチームなどキッズクラスが充実しています。特にチアリーディングチームは過去３
年連続全国大会へ出場するなど実力も備わってきました。また、他の団体・企業や行政との連
携事業、高齢者介護事業などにも力を入れています。

19 INDEXへ

●設立年月日：平成23年3月20日
●所在地：長野県上田市塩田地区
●運営：会員数530名（平成27年７月現在）、予算規模1,400万円（平成26年度）

特徴：豊かな自然環境を生かした、オリジナリティーあふれるクラブ運営を目指しています。

連絡先：〒386-1323　長野県上田市本郷752-2　神津テナント１階
TEL：0268-71-5392　FAX：0268-71-5302
ホームページ：http://www.u-mixsports.com/

http://www.u-mixsports.com/
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 1　プログラム概要

 2　プログラム導入のきっかけは片山コーチとの出会い

我がクラブの人気プログラム○

●実 施 頻 度：毎週火曜日（17：30 ～ 20：00）　第1、3日曜日（9：00 ～ 11：30）
●場 　 　 所：奈良県橿原市立香久山小学校体育館
●参 加 者 層：小学生（定員20名）
●実 施 種 目：バレーボール
●参 加 料：月額1,500円（年会費・保険料は別途徴収）
●経 　 　 費：講師謝金（監督1回1,000円/外部コーチ及びサポーターは無償）
●運 営：指導者（監督／外部コーチ）・サポーターで計3 ～ 4名

　スポーツ少年団加入のバレーボールクラブや教室の幾つかは、勝つことを目的に激しい練習を
行っているため、小学生時代は故障がなくても中学校に入って怪我や故障を訴え、クラブをやめて
しまう子どもが多数見受けられます。このことから総合型クラブとして子どもたちが将来にわた
ってバレーボールを続けていくための基礎づくりに取り組みたいと考えていたところ、自然体バ
レーを学んでいる片山悦子コーチとの出会いがありました。
　自然体バレーとは実業団・元松下電池工業女子バレーボール部監督 ・草野健次氏が行っている
練習方法です。子どもたちの体に合わせた練習内容で、一人一人の「成長」を願い、技術の向上より
も体幹を鍛え、「楽しいバレー・故障しないバレー・怒られないバレー」の理念の下、自然体で故障
や怪我の少ない体づくりに重点を置いており、当クラブの練習理念と相通じるものがありました。

 3　ボールを使わない練習方法で上達
●練習は「D2ダンス・愛華サンバ・カタリナサンバ」　
　バレーボールの練習ドリルの一つとして取り入れている
のが、「Ｄ２ダンス・愛華サンバ・カタリナサンバ」と呼ばれ
ているダンスです。このダンスには、レシーブ・トス・スパイ
クなどバレーボールの技術に必要な要素が入っていて、楽し
くバレーボールの動きづくりができます。体全体を使って行
うため、見た目よりもかなりハードで運動量があります。そ
れぞれの動きには筋肉運動の意味があり、ボールを使わなく
ても無理なく練習できます。

ボールを使わなくても無理なく練習できる

2
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自然体バレー教室
～ NPO法人　香久山総合型スポーツクラブ～連 載

新
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片山コーチと岡本監督（右）

楽しく話してくれた須永さん（後列左）
他メンバーたち

 4　自然体バレーのダンスはクラブ全体の準備運動に発展

●監督と外部コーチ
　勝利至上主義のバレーボールしか知らない監督（30代）と自然
体バレーを学んでいる外部コーチ（60代）の息を合わせるために、
1泊2日の「自然体バレー塾」に監督と子どもたちが一緒に参加し
ました。「目から鱗でした」と話す岡本監督は、今では片山コーチ
の一番の理解者で、月に6回の指導のうち、５回は片山コーチに
代わって子どもたちをしっかり指導しています。

●子どもたちの変化
　ボールを使う練習が常識と思っていた小学校6年生の須永多真
生（すなが・たまき）さんは、参加しての感想を次のように語って
くれました。

「ボールを使わない運動が続きました。練習のテンポが速く、ゲ
ームのようで面白いです。楽しい反面、ボールを使わない練習で
バレーボールがうまくなるのか不安はありましたが、自然体バレ
ーボールの練習をするうちに友達との声の掛け合いや、相手にパ
スをちゃんと送ることなどができるようになりました。思いやり
が生まれ、チームワークができると、自然に勝てると気がついて
びっくりしました」。
　その他の子どもたちも、「楽しい」「友達とさらに仲良くなれた」

「監督・コーチが誉めてくれる」「挨拶ができた」など、以前との変
化を話しています。 

　今年の夏休みは、八木中学校バレーボール部と八木中学校区内の香久山小学校を含む５つの小学校
の小学生との交流を兼ねて合同練習を予定しています。目的は、バレーボールの基礎知識や基本動作
の習得の他に、一人一人の「成長」と中学校入学後もバレーボールがスムーズに続けられる環境づくり
です。会場で自然体バレーの練習方法を取り入れて楽しく行う予定でいます。
　このように子どもたちも楽しみながら練習に取り組めるメリットから、今では自然体バレーのダン
スは、当クラブ全体の教室での準備運動として取り入れています。平成26年度の奈良県総合型クラブ
発表会で練習方法としてのダンスを舞台で発表したところ、近隣のクラブからも練習方法として取り
入れたいとの問い合わせが寄せられ、これらのクラブとの連携を図り、楽しく、自然体バレーの練習
方法の普及を目指しています。　　　　　　　　　　　　　　　　   （クラブアドバイザー／川崎香織）
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ク ラ ブ プ ロ フ ィ ー ル
●クラブ概要
橿原市の関係者や自治会、営農者（地主）など地元住民の協力を得て、休耕田を活用した香
久山地区営農スポーツ広場が開設されたのと同時に設立された「香久山スポーツクラブ」が
前身です。２年間の準備期間を経て平成19年４月、「香久山総合型スポーツクラブ」として
誕生しました。そして、平成26年11月23日、ＮＰＯ法人として設立総会を開催、平成27
年３月19日に設立し、現在に至っています。
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●設立年月日：平成19年4月1日
●所在地：奈良県橿原市香久山地区
●運営：会員数220名（平成27年4月現在）

特徴：当クラブは、緑と歴史豊かな香久山の麓に位置し、少年少女野球、少年少女サッカ
ー、少女バレーボール、グラウンドゴルフ等のクラブのほか、幼児を対象とした「親子で
遊ぼう」や、地域の皆さんの交流の場でもある、ふれあい運動会やスポーツフェスタ、ま
た夏休みのキャンプなど、幼児から高齢者まで年齢、性別を超えて誰でも気楽に参加して、
スポーツやゲームを楽しんでいます。

連絡先：〒643-0012　奈良県橿原市膳夫町２６―１　
TEL：0744-29-3379　FAX：0744-32-1278
Ｅメール：kaguyama-sportsclub@nifty.com
ホームページ：http://kaguyamasportsclub.web.fc2.com/

http://kaguyamasportsclub.web.fc2.com/
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 1　プログラム概要

 2　清掃活動を通してスポーツの醍醐味を実感

我がクラブの人気プログラム○

●実施頻度：年間４回（スケジュールによる）
●場　　所：市内外各地
●参加者層：乳幼児～高齢者までどなたでも
●定 員：１大会約200名（大会規模による）
●参 加 料：無料
●経　　費：事業提案型補助金やスポンサー収入による運営
●運 営：１大会ディレクター２名／スタッフ40名（大会規模による）

　スポーツGOMI拾いは、ゴミ拾いにスポーツのエッセンスを加えて、従来までの清掃活動を「競技」に
変換させた「スポーツ史上最も環境に優しく、環境貢献活動史上最もエキサイティング」なものです。 決
められたエリアで、制限時間内にチーム（5名以内1チーム）で拾い集めたゴミの量と質を競う競技である
ため、スポーツの楽しさ・面白さを実感でき、独立行政法人国立環境研究所との共同研究結果において
高い環境教育効果も実証されています。
◇ルール（＊一部抜粋）
　●１チーム５名以内での参加（男女・年齢制限なし）
　●各チームに１名の審判員が同行し安全を確保（大会による）
　●チームの先頭と最後尾は10ｍ以内の距離を保つ
　●競技エリア内では走らない（公園等は例外）
　●指定されたゴミ袋、分別方法を守る
　●スポーツマンシップに則る

　北九州スポーツクラブACE（以下、クラブ）の会員さんや地域、企業、行政を巻き込んで楽しいイベ
ント実施を模索した際に、「スポーツGOMI拾い」の存在を知りました。資金確保のため「北九州市　市
民活動団体等による環境未来都市推進支援事業」に事業提案し、平成24年から2年にわたり3,450,000
円を獲得しました。その結果、行政との協働事業としての実施となり、2年間で総勢1,473名、1トン106
㎏ものゴミを収集することができました。平成26年度以降は、各地での開催や企業とのコラボ等によ
り継続した大会開催ができています。また、その時の経験により、必要な活動資金を自分たちで提案
して取得するための企画力やプレゼンテーション能力を身につけることができ、その後の他の事業に
おいても大きな力となっています。

 3　スポーツGOMI拾いが市や企業との懸け橋となる

3

23 INDEXへ

スポーツGOMI拾い&ブラインドサッカー
～ NPO法人　北九州スポーツクラブACE ～

◆◆◆◆スポーツGOMI拾い◆◆◆◆

連 載
新
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　スポーツGOMI拾いには、参加チームに帯同する審判が必要になるため、チーム数に合ったスタッフ
の確保が重要です。クラブでは、過去大会に参加した方や地元大学生に審判講習を受けてもらい、登
録をお願いする仕組みづくりをしています。他にも、集めたゴミ処理を適切に行うため、行政の協力
も不可欠です。クラブでは事業のスタートが市との協働事業であったこともあり、市の「クリーンサポ
ート事業」の一環として、用具の貸し出しや袋の提供、ゴミ収集までご協力をいただいています。

　過去3年間で16大会開催し、計2,043名の方にご参加い
ただきました。アンケート結果から参加者の声をご紹介
します。
　「市政だよりを見て興味を持って参加しましたが、とて
も良かったです。1時間一生懸命歩いたので疲れ切りまし
た。次回は、会社の同僚と参加したいです」（40代・男性）
　「私たちの町は、ゴミがないと思っていたのにたくさん
あってびっくりしました。友達と一緒に新しい発見がで
きました」（小学生・女子）
　「たくさんのゴミに気付けてよかったです。あっという
間に時間がたち、汗だくになれたし、本気になれました。
今後も継続して大会を開催してほしいです」（70代・男性）
　「お祭りに遊びに来たのに子どもは帰りもゴミを探して
帰りました。屋台には見向きもせずに…。　私自身、出産
後こんなに歩いたことはなかったので、いい運動になり
ました」（30代・女性）
　今後は事業継続のための新しいネットワークの構築を
目指しています。現在、民間企業とのコラボ大会も進め
ており、さらなる発展のある事業展開をしていきます。

 4　市のクリーンサポート事業の一環として

 5　参加者からのうれしい声。さらなる発展を目指す

掛け声も勇ましく、いざ「スポーツGOMI拾い」へ

子どもたちからは「新しい発見ができました」
との声が…
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 1　プログラム概要

 2　ブラインドサッカーとは？

 3　2020年東京パラリンピックへ代表選手派遣を目指す

 4　「する」「みる」「支える」を軸にネットワークづくりを推進

●実 施 頻 度：月２回（ブラインドサッカー１回／アダプテットスポーツ１回）
●場 　 　 所：福岡県立視覚特別支援学校体育館　他
●参 加 者 層：小学生～大人までどなたでも（健常者・障がい者問わず）
●定 員：30名程度
●参 加 料：無料
●経 　 　 費：事業提案型補助金やスポンサー収入等

●運 営：クラブ３名／ギラヴァンツ北九州３名
※アダプテッドスポーツとは…障がい者や高齢者、子どもあるいは女性等が参加できるように修正あるいは新たに作られ
　た運動やレクリエーション全般

　ブラインドサッカーは、視覚障がい者のために開発されたサッカーです。正式名称は「視覚障がい者
サッカー」または「視覚障がい者5人制サッカー」と言います。ルールはフットサルとほぼ同じで、B1（全
盲）とB2 ／ B3（弱視）の2つのクラスに分かれます。B1クラスでは、視力差による不公平が生じないよ
うに4人のフィールドプレイヤー全員がアイマスクを着用し、鈴の入った音の出るボールを使用します。
ゴールキーパー、コーチ、コーラーの3人は晴眼者または弱視者が務め、フィールドプレイヤーに対し
て声で指示を出します。B2 ／ B3クラスでは、アイマスクや音の鳴るボールを使用せず、フットサル
のルールに基づいてプレイします。B1 ～ 3は国際視覚障がい者スポーツ協会（IBSA）が定めた視覚障が
いの程度によるクラス分けで、Ｂ２とＢ３の選手は混在して試合を行います。また、国内大会の場合は
B1、B2 ／ B3クラスとも、晴眼者もフィールドプレイヤーとして出場することができます。
※コーラーとは、ゴール裏から選手たちにゴールの位置を伝えるガイド役

　クラブでは、今年度からアダプテットスポーツにも力を入れて取り組んでいます。取り組みのシンボ
ル的存在として、九州で2番目となる「ブラインドサッカー」チームをＪリーグ（現在J2）所属のギラヴァ
ンツ北九州と連携し立ち上げます。
　また、この事業ではクラブの拠点地域にある「福岡県立北九州視覚特別支援学校」とも連携して「ブラ
インドサッカー」のみならずアダプテットスポーツ普及と振興に取り組むものとしており、来たる2020
年東京パラリンピックへ代表選手を派遣することを目標に事業を展開します。

　以前からクラブでは、上村理事長が障がい者スポーツ指導員中級を取得するなどアダプテットスポーツ
の普及振興に取り組んでいました。そんな中、九州で唯一だったブラインドサッカーチーム「ラッキース
トライカーズ福岡」との出会いをきっかけに九州で２番目のチームを立ち上げていくこととなりました。
　ブラインドサッカーは、実は健常者の支援が不可欠です。コーラーやゴールマウスを守るキーパーは晴
眼者のため、すべての人が関わることのできるスポーツとなっています。現在、選手の募集はもちろんの
こと、チームの立ち上げに係り、ブラインドサッカーを「する」「みる」「支える」皆さんとのネットワーク
づくりに取り組んでいます。

25 INDEXへ

◆◆◆◆ブラインドサッカー◆◆◆◆
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 5　より一層の認知度アップを目指し、体験会を開催
　今年度は「体験会」として、ギラヴァンツ北九州から指導者を招き、北九州視覚特別支援学校の生徒20

～ 30人を対象に、月1回、ブラインドサッカーを経験していただく活動を行ったり、視覚特別支援学校の
生徒だけでなく、地域の方々まで幅広い参加者を集めてアダプテットスポーツを行っています。そして、

いよいよ来年度の「チーム」発足元年に向けて、資金調達や広報など、準備を進めていくことにしています。
　（事務局長／多田向陽）

ク ラ ブ プ ロ フ ィ ー ル
●クラブ概要

“スポーツは楽しく！”をモットーに、様々な目的を持った多種目・多世代の人たちが集う
クラブを目指して平成20年に設立しました。設立当初は、行政からの依頼で活動拠点が決
定したこともあり、地域との接点が少なく理解や協力を得ることが困難でした。しかし現
在では、クラブ広報誌が地域に全戸配布され、上村英樹理事長が地域自治活動での役員を
務めるなど太いパイプを築いています。また、平成26年には「一般社団法人社会的認証開
発推進機構」による「信頼性があり公益性が高いNPO」としての社会的認証システム『ステッ
プ３』を認証しています。

ブラインドサッカーは健常者の支援が不可欠 ゴール裏からはコーラーの指示の声が飛ぶ
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●設立年月日：平成20年4月20日
●所在地：福岡県北九州市八幡東区
●運営：会員数274名（平成27年７月末現在）、予算規模30,182,000円（平成27年度）

特徴：総合型スポーツクラブ運営、ヘルスライフサポート、スポーツプロモーションを事
業の軸に、アダプテットスポーツや社会貢献事業など、NPOとしてスポーツを用いた地域
貢献活動にも力を入れて取り組んでいます。

連絡先：〒805-0013　福岡県北九州市八幡東区昭和１丁目１番５号
TEL：093-863-6010　FAX：093-863-6012
Eメール：staff@ace-sports.jp　

ホームページ：http://www.ace-sports.jp/

http://www.ace-sports.jp/
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 1　プログラム概要

我がクラブの人気プログラム○

●実 施 頻 度：年3クール（①5 ～ 7月、②9 ～ 11月、③ 1 ～ 3月／各クール全10回）
      　　　　 水曜日／ 13：30 ～ 15：00
●場 　 　 所：山形県寒河江市市民体育館
●参 加 者 層：60 ～ 70代（定員20名／男性限定）
●実 施 種 目：体育館／吹き矢、カローリング、ラージボール卓球、スポレックなど
　　　　　　 体育館外／ボウリング、屋外／パークゴルフなど
●参 加 料：1クール 5,000円（2回目以降は保険料除き3,000円）
●経 　 　 費：保険料1,850円／人、施設使用料1,260円／回、指導謝礼3,000円／回
●運 営：指導者3名（種目により1名は主任指導者、2名は助手）
●告 知 方 法：市報とクラブ広報誌（市報折込）

　設立当初から7割以上を女性会員が占めており、男性の参加率を上げるため、広報活動で勧誘に努めま
したが効果が上がりませんでした。そこで「男性限定」の教室はどうだろうという意見が出ました。
　まず、指導スタッフは「全員女性」とすることにしました。次に考えたのが募集標語。「運動経験一切関
係なし」「運動神経ばかりを気にしていませんか。まったく心配いりません」「どんな運動をしたらよいか
分からない方にオススメ」といったように、誰でも参加できることをアピールすることにしました。実施
種目は、軽スポーツを中心に選定し、初心者も簡単に入れます。そして、継続していくために欠かせな
いのが情報交換会（懇親会または飲み会とも言う）です。これがあるから次回も必ず参加しようとの声が
あがります。回を重ねるうち、参加者は18名となり、パークゴルフを体験したことにより、運動とはま
ったく無縁だった人が、パークゴルフ協会へ入会し継続して活動するようになり、スポーツの日常化を
推進するきっかけづくりとすることができました。
　地域の特徴として、さくらんぼの収穫時期（6月上旬～ 7月上旬）は全市を挙げての収穫作業となるため、
教室参加者が極端に少なくなる傾向にあります。また、農閑期である冬期間だけ参加する人もいます。
　以上のような状況下において、参加しやすくする手立てとして、開催時期を区切って参加時期を選択
できるようにしています。

 2　男性参加率を上げるために行き着いた「男性限定」

4
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「男だけのスポーツパラダイス」
～寒河江市総合スポーツクラブ アスポートさがえ～載
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ラージボールを使った卓球教室

体育館で行われる吹き矢

カーリングにヒントを得た日本生まれのカローリング カップを狙う真剣なまなざし、パークゴルフ

女性指導者の指導によりプログラムを行う

童心にも帰れる（？）輪投げ

 3　多岐にわたって成果を上げたプログラム
　吹き矢、カローリング、ラージボール卓球、スポレック、ボウリング、パークゴルフなど気軽にでき
る種目を中心に、1日（1回／ 1時間30分）に2種目ずつ行っています。参加者の中にはこれまでスポーツ
をやっていなかった人や、病後のリハビリとして活用している人もいて、「自然に体が動いていてリハ
ビリにつながりました」「一人ではなかなかできないので、参加してよかったです」「いい汗をかきまし
た」「人の輪が広がり、友達が増えました」など、参加者たちの声も弾んでいました。

28 INDEXへ
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 4　スポーツが苦手な人でも参加できるクラブへ

ク ラ ブ プ ロ フ ィ ー ル
●クラブ概要
　子どもから高齢者まで、それぞれの体力や年齢、技術、趣味、目的に応じて「いつでも、
どこでも、いつまでもスポーツに親しむことができる生涯スポーツ社会の実現」を合言葉に
設立されました。
　新しいサークルを開設する時は体験教室を開催し、参加希望者を調査しながら進めてい
ます。クラブの特徴として、既存団体を積極的にクラブへ取り込むことは行わず、スポー
ツと縁の薄い人を対象としたプログラムの作成に力を注いでいます。例えば、小学生を対
象としたジュニアスポーツ教室では、対象をスポーツ少年団に入団していない子どもとし、
プログラムは競技力の向上でなく、できるようになる達成感を経験させるため、準備体操
や身体づくりに力点を置き、マット運動やラダーを取り入れて練習の成果が表れるように
しています。さらに、市から介護予防運動指導事業を受託し、運動の他、教養講座やバス
利用の野外研修を取り入れたプログラムを作成したことにより、会員数を漸増することが
できました。

　「男だけのスポーツパラダイス」は、スポーツに無縁な人への啓発活動でもあるので、今後もこの教室
を継続していきたいと考えています。また、クラブとしても、スポーツ活動のほか、食育講座などを取
り入れ（酒のさかなづくりなど）、スポーツが苦手な方でも気軽に参加できる活動を推進するため、出前
教室や教室参加者からの指導者育成などに努めていきます。

（クラブマネジャー／大沼修悦）

29 INDEXへ

●設立年月日：平成18年2月19日
●所在地：山形県寒河江市全域
●運営：会員数413名（平成27年8月1日現在）、予算規模893万円（平成27年度）

特徴：子どもから高齢者までを対象としたプログラムを作成し、体を動かすことの楽しさ
や喜びを体験できるよう、スポーツが得意でない人や、一度も来館したことのない人が参
加できる活動を推進しています。また、クラブの目標である生涯スポーツの振興とトップ
アスリートの育成を目指す中で、全国大会出場者を輩出したり、福祉施設からの慰問依頼
などに積極的に応えたりと地域貢献にも力を注いでいます。

連絡先：〒991-0003 山形県寒河江市大字西根字石川西365
TEL：0237-86-5113　FAX：0237-86-9876
Ｅメール：s.taiikukan@isis.ocn.ne.jp
ホームページ：http://www18.ocn.ne.jp/~sp-sagae/

http://www18.ocn.ne.jp/~sp-sagae/
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 1　プログラム概要

 2　子どもたちの基礎体力向上を目指し、新教室開設

●実 施 頻 度：毎週火曜日（17：00 ～ 19：00）
●場 　 　 所：香川県東かがわ市立三本松小学校体育館・グラウンド
●参 加 者 層：小学１年生～中学２年生（定員10名／現参加者21名）
●実 施 種 目：ニュースポーツ、陸上、筋トレを組み合わせた複合プログラム
●参 加 料：会員／月額2,000円、非会員／月額2,500円（保険料は別途徴収）
●経 　 　 費：０円（参加料がそのまま講師謝金にあてられる）
●運 営：指導者２名
●告 知 方 法：東かがわ市教育委員会を通じて、市内全小中学校にチラシを配布
　　　　　　 四国新聞の特集に指導者が掲載される
●そ の 他：会員と非会員の差額500円は、年会費の代わりとしてクラブ事務局へ納められる。
　　　　　　  競技会参加など、会員から希望があればクラブ単位で競技団体への加盟を検討中

　指導者は、市内高校陸上部で外部講師を務める傍ら東かがわ市スポーツ推進委員（以下、推進委員）
としても活動しており、その中で“とらまるクラブONLY・ONE”（以下、クラブ）会長と出会いました。
もともと指導者は、放課後に子ども教室でスポーツをさせたいと思っており、子どもたちのスポーツ
環境についてクラブ会長と語り合う中で「陸上を軸とした子どもの基礎体力向上につながる教室をつく
りたい」というお互いの思いがかみ合いました。
　指導者は平成27年3月に上記外部講師を辞任し、同年５月にクラブ教室の1つとして“とらまるアス
リートクラブ”を開設。東かがわ市教育委員会を通じて、市内全小中学校（小学校6校、中学校3校）に
チラシを配布しました。1回目は無料体験として実施したところ「楽しい！」と子ども同士の口コミで広
がり、定員10名のところ現在は21名の子どもたちでにぎわっています。

　このプログラムを導入した目的について、「『自分はどんなスポーツがしたいのか、どんな種目に向
いているのか』を子ども自身に気づかせることが一番の目的です」と指導者は語ります。運営の中で特
に大事にしているのは、以下の3点です。

●子どもたちの自主性
　指導者はプールの監視係に近い存在であり、何をして遊ぶのか、チーム分けはどうするのか等、子
どもたちが主体となって行います。小学校高学年の児童が低学年の児童の面倒を一生懸命見ています。

 3　大事にしている３つの運営ポイント

我がクラブの人気プログラム○5
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「とらまるアスリートクラブ」
～とらまるクラブONLY・ONE ～載
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横一列になってみんなでダッシュ！ 指導者よりスポーツチャンバラの道具に
ついて説明を受ける子どもたち

とらまるアスリートクラブに参加している子どもたち フライングディスクをボール代わりにして行うドッヂビーは人気
のプログラム

■ある日のプログラム（表-1）

内　　容

20分

時間配分

30分

30分

40分

準備運動、縄跳び

スポーツチャンバラ体験

ダッシュ、腕立て伏せ、腹筋

ドッヂビー
（本気チームとレクチームに
分かれ、1面ずつ使用）
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●楽しさと新しさ
　陸上競技を軸としながらも、下表（表-1）のとおり、プログラムの半分以上は、ニュースポーツを中
心とした“遊び”になっています。この方針が、「種目にこだわらず子どもに楽しく運動をさせたい」と
いう保護者のニーズに的確に応えています。
　遊びの中では特にドッヂビーが人気で、最近では別のニュースポーツを用意しても「先生、ドッヂビ
ーしたい！」という声があがるほどです。

●子どもたちの個性
　現在、21名（小学生20名、中学生1名）の子どもたちが参加していますが、指導をするにあたり、事
前に保護者にアンケートを行っています。アンケートには、氏名、生年月日、学校名・学年、血液型、
好きなスポーツ、住所、保護者の氏名、連絡先（電話番号・メールアドレス）、健康状態（花粉症、アレ
ルギーなど）、故障・病歴、クラブに望むことなどが盛り込まれており、指導者はそれらを基にして全
員分のプロフィールを写真付きで手作りしています。
　アンケートを行った目的は、子どもの顔と名前をいち早く覚え、健康状態を把握しておき、ケガな
どアクシデントがあった場合の対処に役立てるなど、一人一人に合った指導をするためです。そして、
一人一人の体力差や性格を考慮してペアを組ませたり、引っ込み思案の子も一緒に楽しめるように声
をかけるなど、子どもが心から楽しめるよう配慮に余念がありません。
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 4　新たなニーズにより広がる今後の活動

ク ラ ブ プ ロ フ ィ ー ル
●クラブ概要
　東かがわ市は、平成15年に旧白鳥町・旧引田町・旧大内町の3町が合併してできた市です。
旧白鳥町・旧引田町には合併前から総合型クラブが設立されていましたが、旧大内町には
なかったため、県体協より市に打診がありました。そして、平成16年度に文科省が策定し
た「育成指定クラブ委託事業」の受託が決まり、当時の行政担当者が市内スポーツ関係者に
呼びかけ設立準備委員会が発足しました。ところが、クラブ設立の機運が高まっていた最中、
行政担当者の異動が決まり、まとめ役が不在になりました。何とか設立総会を開催するも、
徐々に人が集まらなくなり、定例会も年次総会も開催できない状態が続きました。
　そんな中、当時のクラブマネジャー（現会長）が県総合型クラブ連絡協議会の交流会に参
加、県内クラブと交流する中で「もう一度クラブを立て直したい！」と決意します。その後、
平成23年から3年間かけて一から組織編成を行い、「自分が楽しく、皆が楽しく、未来が楽
しい」をモットーに運営側も楽しみながら活動できるクラブづくりに尽力しています。

  これまで、  東かがわ市には小中学生を対象とした陸上ができる場がありませんでした。そのため“とら
まるアスリートクラブ”は大変注目を集めており、四国新聞への掲載、西日本ラジオへの生出演など、
メディアへの露出が次々決定しています。反響の大きさに喜びながら、「市外の者ですが、参加したい
です」「中高年だけど非常に興味があります」という声も届くなど、新たなニーズも実感しています。
  今後は、「中高年（マスターズ世代）対象のランニングクラブ開設、 市社会福祉協議会“サロン事業”で
の筋トレ系プログラム提供、市活性化につながる陸上系大会の開催なども検討しています」と笑顔で
語る指導者に、ますます市民にとってなくてはならないクラブになると実感しました。

（クラブアドバイザー／山家春香）
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●設立年月日：平成18年5月8日
●所在地：香川県東かがわ市大内地区
●運営：会員数80名（平成27年7月現在）　予算規模20万円（平成27年度）

特徴：行政やスポーツ推進委員と協力しながら、新しいニーズに挑戦しています。

連絡先：〒769-2701　香川県東かがわ市湊1104-3
TEL：0879-26-1133
Ｅメール：toramaru@ssc.jp.net
ホームページ：http://ssc.jp.net/toramaru

http://ssc.jp.net/toramaru
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振り返ろう！ クラブのリスクマネジメント！①

総合型クラブの運営において、スポーツ活動中の不幸な事故やケガを未然に回避するためには、リ
スクマメジメントの実践が必要不可欠です。そこで、「緊急マニュアル」を作成し、クラブ内での研
修会を開催してスタッフの意識を高めている多賀城市民スポーツクラブの取り組みから紹介します。

●情報共有を図り、互いの学べる場をつくる
　クラブ運営において、これまで活動会員の個人情報の取り扱いや情報発信など様々な場面でリスクマ
ネジメントの必要性を強く感じ、クラブの代表者１名程度を県内開催のリスクマネジメント研修会へ受
講させるなど積極的に取り組んできました。受講直後、クラブ内で伝達研修会を開催し、受講スタッフ
が講師役となり、情報共有を行う互いの学べる場へと展開しています。
　一方で、クラブは、スポーツ少年団や市体育協会の事務局を担当し、大会や体験会開催時の保険につ
いて運営を進める中で、関係団体から相談を受けることや、指導者・活動会員・保護者との会話の中で「活
動時にケガが生じた場合どう対応すればよいか」など、リスク管理の再確認が急務であることに気づかさ
れました。ちょうど同時期に、学校へチラシ配布を依頼する際も、学校側からチラシ掲載の事業に対す
る事故やケガのリスク管理について、
確認されることが多くなりました。
　これを受け、過去にＡＥＤ講習会等
は実施していたものの、組織や大会運
営のリスクマネジメント研修会は未開
催のため、平成２７年３月に初のクラ
ブ主催「リスクマネジメント研修会」を
開催し、相談されたスポーツ少年団や
市体育協会などを集めて、事故やケガ
の判例を基に対処法をともに学ぶ場を
提供するまでに発展しています。

●クラブ主催の研修会開催で参加団体に改善を促す
　県内研修会を受講したことで、クラブの新規会員入会申込書の文言や個人情報の取り扱いに対する、
スタッフの意識改革や危機管理能力の向上を図ることができました。また、複数施設や教室間の個人情
報を取り扱ううえでリスクを洗い出し、リスク軽減の取り組みと事業中に発生する事故やケガ、苦情な
どの情報を一元化し再発防止に努めています。
　また、クラブが研修会を開催したことで、保険未加入のまま体験会を開催していた団体に対して、リ
スク管理の改善を促すことができました。関係団体に対して、リスクマネジメントに関わる情報を発信し、
より一層の組織運営の改善と整備に取り組んでいます。

   リスクマネジメント研修会開催でスタッフの意識改革

クラブで行ったAED講習会の様子
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NPO法人多賀城市民スポーツクラブ載
連連
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●マニュアル導入のきっかけは東日本大震災
　2011年の東日本大震災発生時に、クラブは体育館やプール等のスクール事業を実施していました。結
果的に大きな事故等はありませんでしたが、震災時の行動や対応について、「参加者への対応はよかった
のか」「震災直後の帰りたい人への対処は正しかったか」など大変悩み、改めてマニュアルの必要性を感じ
ています。震災前に作成した自然災害等発生時の対応マニュアルは、例えば、雷の発生時は音や光などの
状況から事務局がクラブ事業の続行や中止の判断を決定していましたが、判断基準があいまいなため時間
を要し、また、ヒューマンエラーを起こす可能性もあることから、現場レベルで簡易に判断ができる「緊
急マニュアルの導入」の検討を始めました。

●判断基準を明確にし、文書化して認知度をアップ
　判断基準は、クラブ事務局で事象を想定し、自然災害の場合は気象庁の警報レベルを基準軸に、市の基
準や市内小学校の子どもの受け渡し方法など参考にしながら基準案を作成し、最終的には、クラブの事
業企画会議で基準案を協議し決定しています。クラブで作成した「緊急マニュアル」は、ホームページへ
掲載したり、活動会員に対して入会時や更新時に書面で配布し、いつでも確認できる状況にしています。
緊急マニュアルを作成したことで災害時の判断が明確になり、保護者に対して災害時の対応について確実
に説明できる環境をつくっています。活動会員へはアンケート調査を利用して認知度を把握し、緊急マニ
ュアルの内容を忘れないような働きかけも検討しています。
　そのほか、事業実施の現場では、指導者に対応を任せ事務局スタッフの不在や活動拠点から離れた会場
へスタッフが赴く指導者派遣の場合もあり、さらなる対応マニュアルの整備と、緊急マニュアルと併せた
定期的な訓練の計画を準備しています。

   災害に備えて緊急マニュアルの作成
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■事業中止の判断基準及び対応について

①地震
震度４
ただし、住宅の倒壊など
の被害がある場合

国内の地震による津波警報
※市内に避難指示が出た場合

海外の地震による津波警報
※市内に避難指示が出た場合

体育施設での活動
中に避難指示が出
た場合の対応

①活動を行ってい
る施設で待機（必
要があれば所定の
避難所へ移動）し、
避難指示が解除さ
れるまで待機

②避難指示が出て
いない地域につい
ては、自己責任の
もと自宅への帰宅
を促します

メーリング 保護者の迎え
があった場合
のみ

①中止の判断基準
に基づくが、それ
以外は、実施会場
の施設（学校長）
の指示に従い中止
の判断をする

②活動を行ってい
る施設で待機、ま
たは近くの避難所
へ移動し、避難指
示が解除されるま
で待機

※体育施設以外の
活動の場合の避難
場所については、
事業ごとに事前に
周知します

体育施設以外で
の活動中の対応

子ども対象事業のみの追加対応

連絡方法 引き渡し
状　況 対　応

屋外活動中止
屋内活動は状
況により判断

屋外活動中止
屋内活動は状
況により判断

中　止

中　止

中　止

判断基準

市内全域に大雨警報

市内多地域で冠水の
恐れがある場合

雷警報

市内全域に暴風警報・
竜巻警報

①開館が不可能と認めら  
　れたとき（停電、断水等）
②災害等で避難所として
　開設されるとき 

①市内全域に大雪警報
②積雪15㎝以上④大雪

⑤雷　

⑥風　
  （竜巻）

⑦施設
   不良

②津波

③大雨

※この基準は、活動中及び事業の開始90分前の状況が上記の場合に適用します。
※活動中に中止になった場合は、振替や返金などの対応は行いませんので、あらかじめご了承ください。
※活動前に中止になった場合は、基本的に後日、振替を行います。振替ができない場合は、別途定める基準に準じて返金します。
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　震災後の市内調査でSNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）利用は20 ～ 30代の年齢層や保
護者で多く見られたことから、災害時に情報発信手段の一つとして活用できると考え、セミナーでSNS
の活用方法を学び導入しています。災害以外の通常時は、事業実施状況や募集情報をクラブの担当毎で
情報発信に利用し、屋外や登山のスクール活動等の連絡にも役立てています。当初、ホームページや電
話を使って事業開催の可否の連絡を早朝に行っていましたが、タイムラグの発生やクラブの活動会員の
増加から、正確な情報の伝達が困難となり、メーリングリストの本格的な導入に至っています。今後は、
災害時や事業実施状況や募集だけに留まらず、施設利用状況や施設設備の利用方法の紹介など、利用促
進を考えています。
　SNSは、不特定多数の方へ情報発信する手段のため、文章表現や写真掲載（肖像権や個人の特定につな
がる名称の掲載など）のリスクの想定に対して、明確なルールづくりが必要になっています。
　メーリングリストについては、県内小中学校のサービス実績と信頼のあるNPO団体のメール配信サービ
スを活用しています。操作は簡単でサービス内容も充実し、安価な料金設定のため導入を決定しています。
現在、登録状況は７割のため、今後は登録100％を目指し、メールマガジンなどの情報発信を考えています。

　災害時等に迅速かつ冷静な行動をとれるのは、日頃の問題意識と訓練が必要と考えます。今回紹介した
クラブ例では、日常の会話からヒントを得られているとおり、それぞれ個人の問題意識とクラブスタッフ
同士や活動会員等とのコミュニケーションが大切で、意思の疎通は災害時の連携にも関係してきます。
　また、発生していないリスクに対して、事前にシミュレーションおよび訓練することが非常に重要に
なってきます。リスクを最小限にと考える心構えや、安全な活動、情報共有化を図ることは、活動会員
や地域に安心感や信頼感を与え、最終的にはクラブの価値へとつながります。
　東日本大震災をきっかけに、マニュアルの整備やルールづくりを行ったクラブは多くありません。こ
のクラブ例の様に、他人事ではなく先行事例に耳を傾け、常に問題意識を持ち、学ぶことで、各々のク
ラブが発展し、理想に向かって地域を引率する、よりよい活動ができることを願っています。　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（宮城県クラブアドバイザー／相田恵美）

  SNSの活用とメーリングリストの導入

   リスクを最小限に抑え、安全なクラブ運営を！

●クラブ概要
　行政が主導し、総合型クラブとして設立したNPO法人多賀城市民スポーツクラブ。市民の
健康増進に関する業務を行い、コミュニティの促進とともに豊かな高齢化社会の創造及び青
少年の健全育成等、明るく豊かで活力に満ちた多賀城市の形成に寄与することを目的として
創設されました。現在は、官から民の自主運営へ移行しています。
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●設立年月日：平成13年３月31日
●所在地：宮城県多賀城市
●運営：会員数825名（平成27年３月31日現在）、予算規模1億7855万2千円（平成27年度）。 
●特徴：スポーツへの関心や継続的なスポーツ活動への参加・実践の促進を目的として、プ
ロスポーツ観戦やオリンピックアスリートとの交流イベントを実施しています。また、リニ
ューアルしたホームページによる事業の紹介や募集、ＳＮＳを利用した情報の受発信を積極
的に行っています。

連絡先：〒985-0835　宮城県多賀城市下馬5丁目9-3
TEL：022-365-1918　FAX：022-365-1900
Eメール：info@tagajo-sc.jp
ホームページ：http://www.tagajo-sc.jp

ク ラ ブ プ ロ フ ィ ー ル

http://www.tagajo-sc.jp
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振り返ろう！ クラブのリスクマネジメント！②

緊急時マニュアルの作成を契機に水上安全に関する講習会等を受けて日々の業務に生かしてい
るスポnetなんぶ。さらに今後は実際に行った事故等についての記録化やフォロー体制のシ
ステム化を課題にステップアップを目指しているクラブの取り組みに注目しました。

　クラブでの安全管理マニュアル導入のきっかけは、指定管理の申請をするにあたり、「緊急時マニュア
ル」の作成が必要となったことが挙げられます。そして、作成したマニュアルに「緊急時の対応」や水上安
全に関する「監視のポイント」を掲載しているため、それに関連した講習会を実施することとなりました。
　また、指定管理の申請に合わせて、施設の管理運営を行う上で必要な安全面と衛生面を考慮したマニ
ュアルの作成を行いました。このマニュアルは、前任の指定管理者が活用されていたものを参考に事務
局で作成し、「緊急時の連絡体制」「安全管理体制」「衛生管理体制」「利用者の健康管理」等の内容について
まとめています。定期研修やOJT（オン・ザ・ジョブ・トレーニング）を通して計画的にスタッフへマニ
ュアルの内容を共有し、日々の業務の中で生かせるように位置づけています。

●総勢80名のスタッフでクラブを支える
　クラブでは、プール・トレーニングジム、入浴施設を備えた「南部町総合福祉センターしあわせ」の指定
管理業務のほか、当該施設を活用したスクール運営、施設外での各種クラブ・イベント活動など幅広い事
業を実施しています。またこれに携わるスタッフも、常勤スタッフ（指導員・事務局）、パートスタッフ（受付・
監視・清掃・送迎）、外部指導者、ボランティア指導者・スタッフなど、総勢80名でクラブを支えていま
す。この状況下で、全スタッフにマニュアルの細部まで徹底させることはなかなか難しい面もありますが、
各種講習会等を通して各活動に必要な部分の共有を行っていくように努めているところです。リスク管理
は、事故等が起きないように未然に防ぐのが一番です。まず環境に危険な物などがないか。次にプログラ
ムに危険な要素はないか。そして参加者の体調把握が十分にできているか。日頃からの観察力が問われま
す。スタッフにはこの視点を大切にして業務や指導にあたるように心がけてもらっています。

●救急法指導員のもと、救急法講習会を実施
　そうは言ってもいつ事故が起こるかわかりません。万が一に備えて、日本赤十字社鳥取県支部より救急
法指導員の方に講師として来てもらい、年１回の救急法講習会をクラブスタッフ対象に実施しています。
そこでは緊急時の対応やＡＥＤの使い方、応急処置方法等を勉強します。また、水上安全研修では水上安
全法指導員の方を講師として、プールでの溺者の救助法や監視方法について研修をしています。日赤県支
部の講習会等に参加したいと思ってはいるものの、指導者のスケジュール調整が難しいため、クラブに来
てもらい、講習会を行っている状況です。
　また、実際に起こった事故等については、軽微なものでも立会者が事故報告書を作成し、その内容や対
応、その後のフォローについて記録をするようにしています。それに基づき必要に応じて対策や予防策を
協議したり、スタッフ間で共有し、先方や家庭への声がけをスムーズに行えるように努めています。

   緊急時マニュアルを導入し、講習会を実施して現場で生かす

   スタッフの観察力が問われるリスク管理

36 INDEXへ

NPO法人スポnetなんぶ載
連連
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救急法講習会の様子

　救急法講習会等の研修会では、昨年はスタッフ以外にクラブ会員や施設利用者の参加もあり、一緒に
研修を受けることができました。まだまだスポーツ少年団など地域の指導者の参加は少ないですが、誰
でも参加できるようにしているので少しずつ参加者が増えていけばと考えています。また、会員や利用
会員の方の体調管理等の把握に努めるためにも、日頃から積極的なコミュニケーションをとるようにし
ています。その結果、「スタッフの接客がとてもよい」とお声をいただくことも多々あります。リスクマ
ネジメントにおいて、日頃からの観察力とコミュニケーションスキルがキーになることは間違いありま
せん。
　その一方で反省点もあります。施設外の活動になると事務局から距離があることと、常勤スタッフが
活動場所にいないため、そこに携わる指導者の対応に懸ってしまいます。指導経験の豊富な指導者の方
に携わってもらっているので、応急処置の対応については心配していないのですが、記録化やフォロー
体制が十分にシステム化できていないので、その点の徹底を早急にしていく必要があります。

   記録化やフォロー体制のシステム化が急務

■クラブ内でのリスクマネジメント
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①救急法講習会

②水上安全法講習会

③安全管理マニュアル

④緊急連絡網

年1回

年1回

あり

あり

スタッフ・外部指導者・一般

スタッフ・外部指導者・一般

内　容　　　　　頻　度　　　　　　　　対象者
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●クラブ概要
　南部町内でスポーツをする場合、各種スポーツ関係団体に所属して行うことが多いのです
が、組織や団体間の横のつながりと年代間の縦のつながりに欠けるといった構造的な問題を
抱えている中で、気軽に体を動かしたい、何か新しいスポーツを始めたいという町民のニー
ズに応える社会の仕組みが求められています。そこで、誰もが、いつまでも、自分の好むス
タイルでスポーツに関わることができる生涯スポーツ社会を構築するために、公設民営型で
クラブを設立しました。現在は、25教室（クラブ活動…５、スクール活動…16、フロアプロ
グラム…４）で活動しています。

●設立年月日：平成24年11月４日（平成25年12月法人格取得）
●所在地：鳥取県西伯郡南部町地域
●運営：会員数859名（平成27年12月現在）　予算規模7,500万円（平成27年度）
●特徴：クラブ活動・スクール活動・イベント活動の３部門に分け、子どもから高齢者を対象
にした教室等を企画実施。マスコットキャラクターの「ポネットちゃん」（着ぐるみ）はクラブ
事業だけではなく、町内のイベント等にも積極的に参加しています。

連絡先：〒683-0351　鳥取県西伯郡南部町法勝寺331－１
TEL：0859-66-5400　FAX：0859-66-2901
Eメール：shiawase@suponetnanbu.com
ホームページ：http://www.suponetnanbu.jp

ク ラ ブ プ ロ フ ィ ー ル

　スポーツをする上で、大なり小なりケガなどのリスクはどうしても避けては通れない部分があります。
しかしながら、それが起こりうる要因がないか事前に十分に検討して、想定される危険因子を排除して
おくのはクラブの責務です。また、起きた時の初期対応からフォローまで迅速で丁寧な対応を心がける
ことが、クラブの信頼にもつながります。他のリスク等についても同様に考えます。施設外でのクラブ
活動やイベントも少しずつ増えてきています。反省点でも挙げた、施設外での活動に携わる指導者の皆
様にも、起こった後の記録やフォロー体制を事務局と連携してスムーズにとっていくことができるよう
にしていきたいと考えています。　　　　　　　　　　　　　　（鳥取県クラブアドバイザー／田渕弘子）

   有事の時には初期対応からフォローまでを迅速・丁寧に

★受付スタッフ★
「救急法講習会に繰り返し参加することで、再確認ができるのと、事故が起きないように
日頃から安全管理に気をつけなければならないと身が引き締まる思いになります」

★会員★
「スタッフの皆さんと一緒に勉強させてもらうことができてありがたいです。定期的に勉
強しているスタッフの方もいらっしゃるので心強いです」
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現場の声

http://www.suponetnanbu.jp
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振り返ろう！ クラブのリスクマネジメント！③

今後発生が予測される南海トラフ巨大地震に備えて、災害講習会や避難訓練など、総合型ク
ラブの運営において考えられる様々なリスクに対するマネジメントを実践している「NICE」。
まずは現場レベルの小さな習慣づけから始めた取り組みを紹介します。

　鳴門市は、瀬戸内海、鳴門海峡、そして太平洋に面した海浜地方都市のため、今後予測されている南
海トラフ巨大地震発生時には、必ず大津波が押し寄せてきます。そこで、災害講習会や避難訓練時だけ
でなく、「地震・津波は、必ずやってくる」ととらえ、
常日頃からの避難経路の確認や心構え、特に高齢者
の仲間どうしの声かけの習慣づけが必要とクラブマ
ネジャーは考えています。そのためまずは現場レベ
ルでできることとして、教室やイベント等の会場ご
との担当者による避難目標物の確認の習慣づけから
始めました。

●「今、津波がきたらどこへ逃げるか」を常に問いかけ
　津波が到達するまでの時間は、鳴門市の場合、地震発生から30分～ 40分後と予測されています。クラ
ブハウスはショッピングセンターの４階にあり、体育館施設も３階にあるため、建物の倒壊がない限りそ
の場で避難することとしています。また、海抜の低い公民館や民間スタジオ、体育館・小学校施設も使用
しているため、それらの場所では、最寄りの高い建物の位置とそこへの経路をクラブマネジャーが現場を
訪れる際、担当現場スタッフに「今、津波が起きたらどこへ逃げる？」と、繰り返し確認しています。
　さらに、具体的に避難経路をイメージし、歩いてみる取り組みも行っています。毎月開催しているノル
ディックウォーキングは、鳴門市の風物詩となっている無料の渡船を使って海岸線沿いの道を歩いていま
すが、周辺の景色を堪能しながらも、避難できる高い建物を確認し、そのことを会話にも織り交ぜていま
す。ウォーキングルートには避難先として想定される小さな山の上の公園や絶景ビューポイントを入れ、
実際に自分の足で登ると時間はどれくらいかかるか、疲労度はどんな感じか、山頂へアプローチできる他
のルートの確認と、津波発生時に役立つ実践をプログラムの中で体験してもらっています。

●気持ちに余裕があれば深まるリスクマネジメント
　会場準備スタッフは、余裕を持って早めに会場に出向き、普段と違ったことがないかなど、会場の状況
を事前に把握することも習慣づけるようにしています。例えば、会場周辺で工事などによる通行止めなど
を発見した場合、現場の担当スタッフに電話で連絡しておくことで、津波発生時の避難経路のルートのイ
メージを変更するだけでなく、車両事故なども回避するのに役立ちます。また、指導員などから「遅れそう
です」と連絡があった時には「遅れていいので安全運転で来てください」と、事故回避への一言を添えます。

   クラブで行ったリスクマネジメントの初めの一歩

   リスクマネジメントの実践と心構え

鳴門市は大津波がくると一面水没の可能性がある
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一般社団法人NICE載
連連
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　さらに、介護予防運動事業やコンディショニング系プログラムの夏の暑い時期の事前空調や冬の
寒い時期の加湿は、プログラムの快適性にも大きく影響します。高齢者の参加も多いことから体調
変化に留意し、水分補給の声かけも含め、現場スタッフが心がけています。余裕があれば習慣化す
ることが、リスクマネジメントを実践する上で、最も大切にしたい心構えではないかと考えています。

海抜０ｍの活動会場。避難場所は常に確認

絶景ポイントは大津波時の避難場所でもある

「今、津波がきたらどうする？」が、ウォーキング中の会話

歩きながら高い建物を確認
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小さな子どもが多いミニサッカー。避難経路は常に確認 小さな子どもたちを誘導するためにも、話をきちんと聞
いてもらうことが大事
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　「声かけ」や、避難経路の確認を会話の中であいさつ代わりに日常的に習慣化することで、現場スタッ
フだけでなく、参加者全員に気づきが連鎖し、現場リスクマネジメントが向上します。さらに、その積
み重ねにより、クラブ活動以外へも連鎖します。「津波発生時の避難先に裏山へすぐに逃げられるよう毎
日散歩をしよう」と、ライフスタイルに防災を踏まえた運動習慣を取り入れてもらったり、「お水飲みよ

（飲んでね）」と、参加者同士で声かけをしてもらい、災害や障害に強い市民力が少しずつ育っているよう
に感じます。このような地道なリスクマネジメントへの姿勢は、対外的にもクラブの公共性の高さへの
評価につながると考えています。　

　避難経路を想定したウォーキングプログラムなどは参加者が少ないのが課題です。また、まだまだ、「ヒ
ヤリ」「ハッとする」ことが多く、後になって振り返ってみると、いつものチェックや伝言等の確認を行っ
ていないことも多くあります。クラブとして実践するスポーツ活動の現場を地域全体にリスクマネジメ
ントを根付かせるチャンスと捉え、クラブ運営に関わる人々すべてが共通理念として持ち、「あったらい
いなをみんなでつくろう」のクラブ理念のもと、クラブの輪を活用した高齢社会に求められる助け合い事
業を現在模索中です。　（徳島県クラブアドバイザー・一般社団法人NICEクラブマネジャー／神田真奈美）

   リスクマネジメント導入によって高まるクラブの評価

   スポーツの現場に根付かせるチャンス

●クラブ概要
　鳴門市教育委員会や徳島県広域スポーツセンターから現在のクラブマネジャーに、総合型
地域スポーツクラブ設立の打診があり、平成18年、鳴門市体育振興室のはからいで、クラブ
の発足を呼びかけました。この声に賛同した市スポーツ推進委員、ファミリーバドミントン
サークル、太極拳同好会などが加わり、２年の設立準備期間を経て、ＮＩＣＥを設立。鳴門
の自然を活用したアウトドア活動は市外・県外からの参加も多く、有資格指導者の育成から
取り組んだ介護予防運動事業「げんき工房」は、市委託事業３年目。ワンコインで参加できる
質の高い有料コンディショニングプログラムとともにクラブの財政を支えています。
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●設立年月日：平成21年３月２日
●所在地：徳島県鳴門市とその周辺
●運営：会員数403名（平成27年1月1日現在。一見参加者は含まず）
　　　　予算規模1003万円（平成26年度）
特徴：ヨガやミニサッカーなどの定例教室や、太極拳、卓球、ソフトバレー等のサークル
活動に加え、カヤック、ノルディックウォーク体験やトレイルラン大会を企画・運営。地
元他団体や商工会とコラボレーションしたローカルマラソン大会運営など地元イベントサ
ポートも大きなクラブのミッションとなっており、災害や障害を未然に予測したリスクマ
ネジメントを地道に実践しています。

連絡先：〒772-0012　徳島県鳴門市撫養町小桑島字前浜 23 キョーエイ鳴門駅前店４階
TEL:080-3928-8679　FAX:088-603-1719 
Eメール：info@nice7610.net 
ホームページ : http://nice7610.net/

ク ラ ブ プ ロ フ ィ ー ル

http://nice7610.net/
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振り返ろう！ クラブのリスクマネジメント！①

スポーツ活動中の事故やケガに対するリスクマネジメントとして、専門家と連携し、その知識や技術
を共有する手法があります。今回紹介する「アスとれ総合型クラブ」は日本体育協会公認のアスレテ
ィックトレーナー（以下、「AT」）が設立、運営しているクラブです。ATがクラブに携わることででき
るリスクマネジメントについて、クラブの花輪代表と大﨑クラブマネジャーにお話をうかがいました。

　クラブの原点をたどると、出身地でもある山梨県にアスレティックトレーナーの数が少ないことを知
り、その資格を有している観点から、ATとしての知識を伝えることで山梨県のスポーツを盛り上げたい
という気持ちからでした。
　しかし戻ってきた地元の子どもたち
の遊び方が、われわれの子どものころ
とは大きく変化しており、遊びの中で
培われるはずの基本的な動作が身につ
いていないことに驚きました。
　そのような時に、山梨県体育協会の
方からアシスタントマネジャーの講習
があると伺い、総合型地域スポーツク
ラブ（以下、総合型クラブ）の存在を知
ったのです。「理念がしっかりしており、
それを形にすることができ れば、AT
として活躍できることも増えるのでは
ないか」と、クラブの立ち上げに至りま
した。

●基本的動作を身につける意味
　ATとして競技に携わった経験上、10年前と現在とでは子どもの持つ運動能力が低下してきていること
を感じます。競技的なスキルは高くなっていますが、「投げる」「走る」「跳ぶ」といった基本的な動作ができ
ていないのです。それは幼少期の運動経験の偏り、つまり単一スポーツの動作だけに縛られすぎることで、
全体のバランスに支障をきたしていることが原因と考えます。
　クラブでは「投げる」「走る」「跳ぶ」といった専門的な動作を経験させています。ボールの投げ方を例にあ
げると、まずは投げたい方向に対して体を横向きにします。そしてボールを持っていない手を投げたい方
向に向け、ボールを持っている手はヒジを曲げた状態で頭の後ろに置きます。ヒジを曲げ、頭の後ろにボ
ールを置くのは、ヒジや肩への負担を軽減させるためです。そこから、下半身主動での投げ方を指導します。
　そうした基本的な動作を指導したうえで、そのような動作を含んだ遊びに展開させます。幼少期におい
ては、競技でなく遊びの中で体の使い方を身につけることが大切だと考えるからです。成長期にある子ど
もたちを指導する場合、彼らの成長曲線を頭に入れたうえで、指導プログラムを考えなければいけません。
そうすることで子どもたちも安全に、楽しみながら、正しい動作を身につけられるのです。

   アスレティックトレーナーが立ち上げたクラブ

   成長期に見合ったリスクマネジメントが必須
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アスとれ総合型クラブ載
連連

？ アスレティックトレーナー（AT）とは何か？

　ATとは医学的診断、治療を行うドクター（医師）と、技術面、戦
術面の指導を担うコーチの間を取り持つパイプ役となり、緊密な
協力のもとに競技者のスポーツ外傷・障害予防、救急処置、リハ
ビリテーションなどの幅広い健康管理を行う医科学サポートスタ
ッフのこと。
　競技者の外傷や障害、疾病、疲労などのような、競技成績に対
するネガティブな影響をできるだけ少なくするためのコンディシ
ョニングを実施する専門家としても、ニーズが高まっている。

◆アスレティックトレーナーの役割◆
　　　　・スポーツ外傷、障害の予防
　　　　・スポーツ現場における救急処置
　　　　・アスレティックリハビリテーション
　　　　・コンディショニング　　　・測定と評価
　　　　・健康管理と組織運営　　　・教育的指導
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県内唯一の鬼ごっこのクラス。「走る」ことに対しても専門
的に指導をしている

「投げる」動作を指導する時も一つひとつ細かく、専門的な
視点でわかりやすく教えている

●運動のしすぎは逆効果になることも
　そうした基本的動作を週に１回指導しています。しかし、一つの競技に特化したスポーツを経験してい
る子どもたちを見ていると、運動のしすぎを感じます。運動のしすぎは、成長を阻害するものです。成長
を考えた場合には“運動する時間”よりもむしろ“運動の質”に目を向けるべきです。
　事例を紹介しますと、クラブに以前、小学２年生ながら運動能力の高い子がいました。彼はある野球の
チームに移りましたが、その後１～２か月で彼の持つスピード、柔軟性、判断力といった能力がすべて低
くなりました。話を聞くと、運動能力の高さから、なり手の少ないポジションを任されたり、体に合わな
い重たいバット（道具）を使用していたため、使いこなすことができず、結果も出なくなり、精神的に落ち
込むといった悪循環に陥ったわけです。
　スポーツ全体のベースになり得る基礎的な動作を身につけないまま、競技的な動作を過度にしすぎたあ
まりに起こった、望ましくない事例だと言えます。

　クラブではさまざまな運動を経験することでスポーツ外傷・障害への予防を行っています。
　はだしでの活動もその一例です。冬場こそインフルエンザ等の予防のため靴（シューズ）を履いていま
すが、それ以外は原則としてはだしで体育館内を走り回っています。現代の靴は性能に優れすぎていて、
足の指を使わなくても止まることができます。しかし、足の裏には細かい筋肉があり、感覚を司る機能
もあるので、それらの機能を向上させるには、はだしで直に感じることが大切だと考えるからです。
　「鬼ごっこ」もまた、スポーツ外傷・障害へのリスクマネジメントになりえます。前後左右への動きが
あり、ひねる動きもあります。遊びながらにして危機回避能力を身につけたり、転んだあとすぐに体勢
を立て直せる力を得ているわけです。
　さらにクラブでは保護者への指導も行って
います。実際に「ケガをした時にはどう対処
すればいいのか」といった問い合わせもあり、
アイスマッサージの講習を行うなど、個別の
要望にも対応しています。
　それらは、運動を行う体のしくみを熟知し、
ケガの予防や対策などメディカルな専門知識
も有しているATだからこそできるリスクマ
ネジメントだと言えます。

   スポーツ外傷・障害に対するリスクマネジメント

？ スポーツ外傷・障害とは何か？

　スポーツ外傷とは、1回の外力により組織が損傷される
ことで、一般的なことばで言えば「ケガ」にあたる。代表例
としては打撲、骨折、ねんざ、肉離れ、腱断裂などがある。
　スポーツ障害とは、比較的長期間に繰り返される過度の
運動負荷により生ずる筋肉、腱、靭帯、骨、骨膜などの慢
性炎症性変化である。代表例としては筋膜性腰痛や膝蓋腱
炎（ジャンパー膝）や肩腱板炎（野球肩）などがあり、その原
因は使いすぎや過負荷が第一に考えられる。
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●都道府県内にいる有資格ATを活用しよう！
　ATの存在は総合型クラブにおいてまだまだ広く認知されていないのが現状です。一方でAT自身もプ
ロフェッショナルな選手やチーム、全国クラスの部活動、医療機関等での活動が多く、総合型クラブと
いう活動場所があることを知らないのではないでしょうか。まずはお互いがお互いの存在を知り、相互
に活用していくことが大切です。
　現在47都道府県に最低1人は日本体育協会公認資格を持ったATがいます。例えば都道府県の体育協会
を通じてATとクラブの距離を詰め、クラブへ講習に来てもらうなど接点をつくる等すれば、お互いの活
動の範囲は広がるはずです。
　スポーツに関する専門知識と実働性を兼ね備え、かつメディカルな知識を持つATが総合型クラブに携
わることで、次世代を担う子どもたちが安全で楽しくスポーツに取り組めます。ひいては彼らが大人に
なり、指導者になった時に、今よりさらに安全で楽しいスポーツ環境を創出することになると考えます。
　リスクマネジメントとはつまり、現在だけのものではなく、将来的なスポーツの発展にもつながるも
のであり、ATはそれを具現化する役割も担っているのです。

●効果的なものを長期的なビジョンで
　総合型クラブという形態は特定の競技に特化しない、偏りのないところが利点の１つです。だからこそ、
より効果的なものを長期的なビジョンで行うスタンスを持つべきです
　私たちのクラブは子どもを対象としたクラスをメインとしていますが、考えているのは10 ～ 20年先
です。クラブで育って、このクラブに関わり続けてもらえるような形を作り上げていきたいと思います。
そのためにも安全で、楽しいと思える経験が大切なのです。
　思わぬケガなどで病院にかかった後でも、ATがいれば適切なリハビリテーションへのアドバイスも可
能です。スポーツを浅く広く捉えるのではなく、深みのある専門性――競技的な専門性ではなく、スポ
ーツ全体への専門性を持つATの存在は、今後の総合型クラブ運営にますます不可欠になってきます。
　スポーツは誰もが楽しめるものです。競技性が高すぎるとドロップアウトする人も出てくるでしょう。

「走ることが嫌いだからスポーツをしない」と言う人もいるでしょう。しかし走らなくてもできるスポー
ツはありますし、遊びを通じて体を動かすことで「頑張ろう」という前向きなメンタルを生み、生涯にわ
たってスポーツを楽しめるようになります。スポーツを安全に楽しむことが、ゆくゆくはスポーツ外傷・
障害の予防や、介護予防にもつながると考え、クラブは今、幼少期のスポーツ経験を大切にしています。
　　　　　　　　　　　　　（アスとれ総合型クラブ代表／花輪和志、クラブマネジャー／大﨑恵介）

   長期的なビジョンで、スポーツを楽しむ

アスとれ総合型クラブの代表を務める
花輪和志さん

クラブマネジャーの大﨑恵介さんも
熱心な指導者だ
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●クラブ概要
　アスとれ総合型クラブは「スポーツをツールとし、地域に根ざした活動を行う中で、精神性・
健全な心・頑張る気持ち・連帯感・いたわり・助け合いを育み、クラブとそのメンバーが地
域から必要とされ、応援されるクラブを目指す」ことを理念に始められました。その活動母体
は、子どもたちの体力の向上を目的として2010年よりスタートした「子どものからだ運動塾」
からきています。その後、地域全体の活性化につながる事業展開の必要性を感じたことから
2014年より正式に「総合型地域スポーツクラブ」として設立。現在は定期クラスをはじめ、さ
まざまなイベントを通して、子どもから高齢者までそれぞれのニーズに合わせた活動を行っ
ております。
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●設立年月日：平成26年３月30日
●所在地：山梨県甲斐市
●運営：会員数360名、予算規模5,554,858円（平成27年度）
●特徴：アスとれは他のスポーツ団体に所属しているクラブメンバーが多いのが特徴です。
そのため、メンバーは一つの競技や活動に捉われず、みんなが楽しくできるよう各々が主
体性を発揮し活動に励んでいます。もちろん、どこにも属さないメンバーやスポーツ経験
のない方々もたくさんいます。「運動を楽しみたい」と思う人や、「競技力を伸ばしたい」と
考える人など目的は人それぞれ。自分に合った楽しみ方が探せるのもクラブの魅力の一つ
です。定期クラスは、スポーツエントリー（クラス名：総合スポーツ、鬼ごっこ、大人の鬼
ごっこ部）と遊びを昇華する（クラス名：TRY、NEXT）２つのプログラムに分かれています。

ク ラ ブ プ ロ フ ィ ー ル

連絡先：〒400-0117　山梨県甲斐市西八幡505- １
Eメールアドレス：info@astore-at.com
ホームページ：http://www.astore-at.com

http://www.astore-at.com
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振り返ろう！ クラブのリスクマネジメント！②

勝央町健康スポーツクラブではクラブマネジャーがクラブ運営において起こりうるリスクにつ
いて調査し、リスクマネジメントを導入しました。さらに一つの事故をきっかけにクラブ内で
の研修会により一層の力を入れて、「慣れてはいけない、しかし怖がってもいけない」と、意識
を高め、運営にあたっています。そこでこれまで行ってきたクラブの取り組みを紹介します。

　クラブの設立当初から、クラブマネジャーとしてクラブ運営に取り組む中でさまざまな事態を想定し、
リスクについて考えてきました。そこで不安を抱えるよりは、何ができるか、何に気をつければよいか
を確認するために、各教室に1年間足を運び、教室開始から終了までに主催者がやらなければならないこ
と、できることをくまなく調査しました。その結果、注意しなければならないこと、教室担当者が行うこと、
指導者が行わなければならないことなどが少しずつ見えてきました。
　そして、クラブ内スタッフ・指導者のリスクに対する意識の向上を図るため、運営委員会において「ク
ラブの教室・サークル、イベントの数が増え、クラブの活動が充実し、順調に教室等の運営ができてい
るのは大変ありがたいことです。ここで転ばぬ先の杖、リスクについても考えていきませんか」と提案し
ました。そのことがきっかけとなり、クラブ主催の研修会として、まず初めに消防署と相談し、救急救
命士による救急処置法講習会を開催しました。

   不安を抱えるよりできることを調査し、見えてきたもの

救急処置法の研修会の様子
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NPO法人勝央町健康スポーツクラブ載
連連



日本体育協会 公式メールマガジン 平成27年度 総集編　〈3. 連載記事〉

　クラブ内でさまざまな研修を行うことで、AEDの重要性が広く認知され、多くの活動施設にAEDが設
置されました。また、普段からケガ人が少なく、事務局が安堵していられるのは、ケガの予防について
の研修会を重ねてきたことも大きいと思われます。さらに、各施設には準備運動の仕方等や緊急連絡先
を記載した「緊急時の対応マニュアル」が目につくところに貼ってあり、クラブ会員から喜ばれています。

   AEDの設置と緊急時対応マニュアルの掲示

　クラブ内指導者・スタッフのリスクに対する意識の向上を図るため、先述の救急処置法・熱中症対策
等についての研修会を開催していましたが、さらに心肺蘇生法・AEDの操作も研修に加え、最低年1回は
開催しています。
　しかし、クラブ設立２年目にバスケットボールのサークルで初めて事故が起きました。会員のスポー
ツ経験者がアキレス腱を断裂するというケガでした。事故の大きな原因は、指導者を含めたスタッフの“気
の緩み”でした。まさにリスクに対しての注意が、いつの間にか薄れていた時期に事故が起こったのです。
しかし、このケガが戒めとなって、改めてリスクマネジメントに対する意識がクラブ内で高まりました。
　そこで、クラブの会員を含めたクラブ関係者すべてを対象に、クラブ内での安全を図るため、ケガの
予防・身体メンテナンスに関する研修会を開催することとなりました。研修会では、地域に住むアスレ
ティックトレーナーに講師を依頼し、テーピングの効力や、正しいストレッチの方法など実技を含めた
研修会を年に１回定期的に開催しています。
　また、クラブの理事長やクラブマネジャーは積極的に県で開催されるリスクマネジメント研修会に参
加し、必ず運営委員会等でスタッフに伝達講習を行っています。

   初めての事故をきっかけにクラブ内研修会を実施

クラブ内でスポーツ傷害予防研修会を開催
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●クラブ概要
　総合型クラブの普及が全国的に進み始めたのを契機に、勝央町でも総合型クラブの立ち上
げが体育協会・スポーツ推進委員を中心に検討され始めました。そして、７年前にtotoの助
成を受けて「スポーツを通じた楽しく豊かなまちづくり」を理念に掲げ、平成22年10月にクラ
ブを設立しました。設立当初は、６種目・会員99人からのスタートでしたが、現クラブマネ
ジャーの眞下絹子さんが持ち前の明るさとソフトボール競技で培ったパワーで、地域住民へ
の説明を丁寧に繰り返し行い、会員獲得に力を注いできた結果、現在では17種目･337人と会
員も３倍以上に増えています。また、スポーツの苦手な方も健康のためにできるような仕掛
けを考え、次々と新しいアイディアがあふれる教室やイベント(書道パフォーマンス・乗馬・
身体の痛みの予防と改善)等々を開催しています。最近では小学校の学級プログラムや企業の
体力測定会等、町内のさまざまな地域に出向いた指導も行っています。さらに、クラブの発
展を目指してNPO法人格も今年度取得しました。

●設立年月日：平成22年10月24日（NPO法人格平成28年1月28日取得）
●所在地：岡山県勝田郡勝央町
●運　営：会員数337名（平成27年12月31日現在）
　　　　　予算規模830万円（平成26年度）
●　特徴：いつでも・どこでも・だれとでも気軽に身近な施設で、自分に合った運動を選び、
健康維持・体力増進を図ることができるように17種目の教室･サークル･イベントを用意し、
多くの人々との「絆」を深める一助を担っているクラブです。勝央町でスポーツを考えるには、

「まず健康スポーツクラブに行ってみよう！」が少しずつ根付いてきています。

連絡先：〒709-4321　岡山県勝田郡勝央町太平台32-1　勤労者体育センター内
TEL＆FAX：0868-38-7123
Eメール：shoo_kenkosportsclub@lagoon.ocn.ne.jp
ホームページ：http://www.shookenkosportsclub.com/

ク ラ ブ プ ロ フ ィ ー ル

　現在クラブでは、プログラムの一つとして乗馬教室が開催されていますが、生き物を相手にする教室
では本当に何が起こるか予測ができません。また、施設の中にはコンクリートの床があり、身体に危害
が加わることも考えられますが、施設を利用しないわけにはいきません。どうにもならないことに対し
ても、諦めるのではなくみんなの意識の持ち方で楽しく行えるとクラブスタッフは考えています。今後
も事故を回避できるように、「慣れてはいけない、しかし怖がってもいけない」と肝に銘じて、事に当た
るときは緊張感を持って進めていくことで、楽しいクラブライフが生まれると信じています。　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　（岡山県クラブアドバイザー／野上幸恵）
　

   緊張感を持った運営が楽しいクラブライフに！

★理事長　「クラブ内の安全について、注意しすぎることはないと徹底しています。安全管理
には完成品はありません」
★クラブマネジャー　「慣れることが一番怖いと思っています。教室に顔を出しては、『～大丈
夫』『～はどうなっている』『あそこはチェックした』等、大きな声を出して確認しているので、
いつもうるさく思われています。でも、楽しくできることが何よりなので笑顔になります」
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スタッフの声
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振り返ろう！ クラブのリスクマネジメント！③

日頃からいろいろな状況を想定したリスクマネジメントの実践を行っている「NICE」では、
地震などの災害だけでなく、ケガや事故に対するリスクマネジメントにも取り組んでいます。
体幹部強化とセルフケア対策を盛り込んだマラソン講座の開設、さらには事前にセルフケア
を行う発想をクラブのプログラムの中で提言しています。

　全国的なマラソンブームの中、徳島県では「とくしまマラソン」が人気です。NICEでも６年前、20年
続いてきたローカルマラソン大会の大会運営を受け継ぐことになり、地元市民ランナーとの交流がスタ
ートしました。その中で「マラソン講座をつくってほしい」という声があがり、実業団ランナーでもあっ
た地元在住のトレーナー、また市民ランナーとしても活躍する整体師にセルフケアを含めたマラソン講
座を依頼しました。それがケガや事故に対するリスクマネジメント導入の一つのポイントとなりました。

●車移動が多く体幹部が弱い地方ランナー
　徳島県は糖尿病による死亡率全国1位です。全国に比べて「歩く」ことが少ない県民性であり、マイカー
移動が主で、地下鉄の階段の上り下りやバスや電車での移動がありません。体幹の鍛錬にもなる「電車に
揺られる」という機会もありません。
　そんな環境で、マラソンブームの追い風に乗り「よし、走るぞ！」と、３、４か月の準備期間でフルマラ
ソンを目指すランナーがたくさんいます。仲間とのランは楽しく、練習や大会後の食事会や一献は最高で
す。さらにいろいろな大会を経験するうち、「もっと走りたい」「もっと速くなりたい…」という想いがどん
どん湧いてきます。しかし、練習が不十分であったり、体幹が十分に鍛えられていないまま、長い距離や

「自分超え」を目指す走りを続けていると、レース後半、段差で転倒したり、股関節の痛み、下りで繰り返
される膝への衝撃、ひどい場合は疲労骨折や半月板損傷などのスポーツ障害を抱えることになります。痛
みがあるのに、走らずにはいられないので、また走ってしまう…。痛みを抱えたまま走ると、さらに別の
障害も抱えてしまいがちです。
　以上のことを踏まえて、NICEが開設した体幹部強化とセルフケア対策のマラソン講座には、たくさんの
ランナーが参加してくれました。講座では、建築用の水平確認機材を活用して正しい立ち方を確認したり、
デジカメでランニングフォームを撮影し、モニターで問題点を確認しました。また、セルフケアをしっか
りと行っているランナーが少ないことから、セルフケアとしてポールを用いたコアコンディショニングに
ついても取り組みました。この講座を通して、ただ走るだけではなく、健康に美しく走ることの重要性を
訴えました。

   人気のマラソン大会で地元ランナーとつながる

   地方の市民ランナーに多いスポーツ障害
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●「痛む」前に、セルフケアの大切さを知る
　そういった講座を続けた結果、地元ランナーサークルのリーダーが、これから走り始めようとする初心者
ランナーに、定例練習会の中でこれまで学んだことを、経験と実践をもってアドバイスされるようになりま
した。オーバーペースやオーバートレーニングに陥らないように互いに声を掛け合い、正しいフォームで健
康的なランニングを指導しています。気軽にジョギングを楽しめるムードも地域に育っていきます。
　また、新たに開設した体幹トレーニングではポールを使ったマッサージ法を取り入れたり、ピラティスに
は、セルフケア法の一つ「ルーティング」を盛り込むなど、単なるトレーニングではなくセルフケア志向を
織り込んでいます。
　その結果、介護予防運動にプラスして参加する65歳以上の方や市民ランナーの参加も増え、講座を運営・
継続するための財源確保にもつながっています。さらに、介護サービス事業所などから要望があれば、新し
いセルフケア法を取り入れた癒やし系講座を出張開催します。また、トレイルランニング大会ではクラブと
つながりのある整骨院の先生やNICEの指導者でもあるトレーナーに依頼をして、トレーナーズブースを開
設し、医療機関や整骨院に行く前に自分でセルフケアを行う発想を提言しています。

デジタルカメラでランニングフォームを撮影し、その場で検証

ジュニアアスリートにも自分自身でケアできるよう
に指導

腰痛や肩こりをセルフケアできるポールを使った体幹コンディシ
ョニング

フルマラソンを走る市民ランナー向けの講座を開催
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　坐骨神経痛や変形性膝関節症、頚腕症候群……。医療機関へ行く前に自身の体で「あれ？」と思った時に、
事前にセルフケアする習慣づけも、地域に根ざしたスポーツクラブが担えるミッションではないでしょ
うか？
　健康運動指導士や介護予防運動指導員などの有資格指導者を確保し、クラブの講座で経験を積み指導
者にスキルアップしてもらうことも重要だと考えています。都会へ行かないと受講できない講座や勉強
会なども運動指導者向けで企画し、県内の総合型地域スポーツクラブにも参加を呼びかけ広域での指導
者スキルアップに貢献しています。また、介護予防運動事業やメタボ対策も含め、地元開業医や整体院
との連携を模索したりと、医療・介護とコンディショニングの境界線がつながり、連携できるような協
働を模索してます。 　（徳島県クラブアドバイザー・一般社団法人NICEクラブマネジャー／神田真奈美）

   すべての人にセルフケア発想を！

●クラブ概要
　鳴門市教育委員会や徳島県広域スポーツセンターから現在のクラブマネジャーに、総合型
地域スポーツクラブ設立の打診があり、平成18年、鳴門市体育振興室のはからいで、クラブ
の発足を呼びかけました。この声に賛同した市スポーツ推進委員、ファミリーバドミントン
サークル、太極拳同好会などが加わり、２年の設立準備期間を経て、ＮＩＣＥを設立。鳴門
の自然を活用したアウトドア活動は市外・県外からの参加も多く、有資格指導者の育成から
取り組んだ介護予防運動事業「げんき工房」は、市委託事業３年目。ワンコインで参加できる
質の高い有料コンディショニングプログラムとともにクラブの財政を支えています。

51 INDEXへ

●設立年月日：平成21年３月２日
●所在地：徳島県鳴門市とその周辺
●運営：会員数403名（平成27年1月1日現在。一見参加者は含まず）
　　　　予算規模1003万円（平成26年度）
特徴：ヨガやミニサッカーなどの定例教室や、太極拳、卓球、ソフトバレー等のサークル
活動に加え、カヤック、ノルディックウォーク体験やトレイルラン大会を企画・運営。地
元他団体や商工会とコラボレーションしたローカルマラソン大会運営など地元イベントサ
ポートも大きなクラブのミッションとなっており、災害や障害を未然に予測したリスクマ
ネジメントを地道に実践しています。

連絡先：〒772-0012　徳島県鳴門市撫養町小桑島字前浜 23 キョーエイ鳴門駅前店４階
TEL:080-3928-8679　FAX:088-603-1719 
Eメール：info@nice7610.net 
ホームページ : http://nice7610.net/

ク ラ ブ プ ロ フ ィ ー ル

http://nice7610.net/

