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このメールは本会 HP より登録された方々へ配信させていただいております。 

配信停止設定は、メール後方のご案内をご確認ください。 

現在の登録件数：4,160 件  

 

 ******************************************************************** 

 

 ＳＣステーションは、クラブづくりの疑問や悩み解決のヒントと 

 なるＱ＆Ａ集で、現在 260 個あり、キーワード検索もできます。 

  

 Ｑ＆Ａを紹介する SCPR 号は年 4 回（6 月,9 月,12 月,3 月の 5 日）の 

 発行となります。 

 本年度の SCPR 号では、都道府県総合型地域スポーツクラブ連 

 絡協議会の活動報告も紹介します。 

  

 本年度初回の今回は、HP リニューアル後、ＳＣステーションの 

 使い方のガイドと、クラブ創設期の課題「既存団体との調整」に 

 役立つＱ＆Ａを 8 個紹介します。 

 

 ぜひ、ご覧ください！ 

 

 

 *******☆目次☆******************************************************* 

【１】「ＳＣステーションの使い方」ガイド 

■「メニュー」から使う方法 

■「シーン別」から使う方法 

■「キーワード検索」から使う方法 

 

【２】「既存団体との調整」にかかわるＱ＆Ａ紹介 

●2-Ｑ７   既存のスポーツ団体と良好な関係をつくるには？ 

●1-Ｑ３６ 設立のタイプ別で設立時に注意すべき点は何ですか？ 

●1-Ｑ３５ 創設時、既存団体のどの範囲に話をすべきですか？ 



●1-Ｑ３０ 既存団体の協力が得られず、新規参入は困難です。 

●1-Ｑ２７  公民館活動と連携のあるクラブはありますか？ 

●4-Ｑ１０ 既存教室での利用施設を拠点にクラブ化できますか？ 

●4-Ｑ５  既存のスポーツ施設では、利用者との調整がむずかしそうです。 

●3-Ｑ８  新しい種目の指導者は、どのように探せばいいでしょうか？ 

 

【３】SC 全国ネットワーク「都道府県総合型地域スポーツクラブ 

連絡協議会」活動報告 VOL.1 

■ＳＣ全国ネットワーク組織概要と小倉幹事長ご挨拶 

■「大阪府総合型地域スポーツクラブ連絡協議会（通称：大阪 SC ねっと）」  

 

【４】第６回全国スポーツクラブ会議(和歌山県田辺市)開催報告 

 

◆◇お知らせ◇◆ 

●地域スポーツクラブシンポジウム（東京都）「知って得する！ 

あなたのまちのスポーツ事情～地域スポーツクラブができること～」開催（6/30） 

●日本スポーツ少年団創設 50 周年記念寄付金募集について 

(平成 24 年 12 月 31 日まで） 

●情報誌「Sports Japan」創刊号を発行しました!! 

●あくしゅ、あいさつ、ありがとう 

  ～ フェアプレイで日本を元気に！ ～キャンペーン 

●公式メールマガジンへの登録をお勧めください！ 

  

 

********************************************************************** 

【１】「ＳＣステーションの使い方」ガイド 

 

■「メニュー」から使う方法 

 

 日体協 HP のトップページの中程にある「総合型地域スポーツクラブ」 

を左クリックすると、クラブ専用のページに入ります。 

 向かって右側にある「ＳＣステーション」を左クリックするとメニュー 

のページになります。 

 ページの真中にある「ＳＣステーション」のロゴマークを左クリック 

しても、メニューのページに入ることができます。 

  



 メニューは以下 11 項目あり、（ ）は各項目内にある現在のＱ＆Ａ数です。 

項目をクリックすると一覧がでますので、見たいＱをクリックしてください。 

Ｑ一覧は掲載の古い順に並んでおり、並び方自体に意味はありません。 

  

 ０．背景と意義（28 個、5-01 は 8 つの事例） 

 １．クラブのつくり方（36 個） 

 ２．組織と運営（29 個） 

 ３．人材と育成（22 個） 

 ４．活動場所と施設（22 個） 

 ５．事業計画と評価（18 個） 

 ６．広報とＰＲ（21 個） 

 ７．財源と財務（17 個） 

 ８．競技力向上とクラブ（17 個） 

 ９．プログラムとイベント（31 個） 

 10. 事務局の仕事(19 個) 

  

 ▼「メニュー」お試しはこちらから 

   http://www.japan-sports.or.jp/local/tabid/308/Default.aspx 

    

 

■「シーン別」から使う方法 

 

 日体協 HP のトップページの中程にある「総合型地域スポーツクラブ」 

を左クリックすると、クラブ専用のページに入ります。 

 

 真中より下方に「シーン別Ｑ＆Ａ」がありますので、見たいＱをクリックしてください。 

（シーン別のどの項目をクリックしても、目次の先頭にでますので、 

 他のシーン別を見たい場合は、下方向に下がってご覧ください） 

 

 １．設立や運営にかかわる仲間・人材を集めたい！   （8 個） 

 ２．総合型クラブの意義をわかりやすく説明したい！ （8 個） 

 ３．既存団体や学校・行政といい関係をもちたい！   （8 個） 

 ４．新しい会員を増やし交流を活発にしたい！       （9 個） 

 ５．よい指導者をみつけ安全に楽しく行きたい！     （8 個） 

 ６．活動のための財源を確保したい！               （9 個） 

 ７．活動のための施設やクラブハウスを確保したい！ （9 個） 



 ８．人材や組織を育て、長く続くクラブにしたい！  （10 個） 

 

 ▼「シーン別」お試しはこちらから 

   http://www.japan-sports.or.jp/local/tabid/341/Default.aspx 

 

 

■「キーワード検索」から使う方法 

 

 日体協 HP のトップページの中程にある「総合型地域スポーツクラブ」 

を左クリックすると、クラブ専用のページに入ります。 

 

 真中より下方にある「ＳＣステーション」のロゴマークの下に、水色 

の帯に白い箱があり、調べたい事柄にかかわるキーワードを入れると、 

全部のＱ＆Ａの中から、そのキーワードがあるＱ＆Ａが拾い出されます。 

 

 また、2 つのキーワードを入れると、どちらかのキーワードが掲載されて 

いるＱ＆Ａが抽出されます。 

 

  ▼「キーワード検索」お試しはこちらから 

   http://www.japan-sports.or.jp/sc/tabid/67/Default.aspx 

 

 

 

********************************************************************** 

【２】「既存団体との調整」にかかわるＱ＆Ａ紹介 

 

▼2-Ｑ７   既存のスポーツ団体と良好な関係をつくるには？ 

 http://www.japan-sports.or.jp/local/tabid/119/Default.aspx 

 

▼1-Ｑ３６ 設立のタイプ別で設立時に注意すべき点は何ですか？ 

▼1-Ｑ３５ 創設時、既存団体のどの範囲に話をすべきですか？ 

▼1-Ｑ３０ 既存団体の協力が得られず、新規参入は困難です。 

▼1-Ｑ２７  公民館活動と連携のある総合型クラブはありますか？ 

 http://www.japan-sports.or.jp/local/tabid/118/Default.aspx 

 

▼4-Ｑ１０ 既存教室での利用施設を拠点にクラブ化できますか？ 



▼4-Ｑ５  既存のスポーツ施設では、利用者との調整がむずかしそうです。 

 http://www.japan-sports.or.jp/local/tabid/122/Default.aspx 

 

▼3-Ｑ８  新しい種目の指導者は、どのように探せばいいでしょうか？ 

 http://www.japan-sports.or.jp/local/tabid/121/Default.aspx 

 

 

 

******************************************************************** 

【３】SC 全国ネットワーク「都道府県総合型地域スポーツクラブ 

連絡協議会」活動報告 VOL.1 

 

ＳＣ全国ネットワークは、平成 23 年 11 月末で、47 都道府県すべてに 

連絡協議会が設立され、全国で 2,700 を超えるクラブが加入しています。 

 

■ＳＣ全国ネットワーク組織概要と小倉幹事長 

 本年 4 月号では「ＳＣ全国ネットワーク総会」の模様を報告しましたが、 

今後 SCPR 号で「都道府県連絡協議会」の活動報告を紹介するにあたり、 

「ＳＣ全国ネットワーク」の組織自体の解説を 

小倉弐郎 SC 全国ネットワーク幹事長のご挨拶とともにお届けします。 

 

▼詳細はこちらから 

http://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/data/kurabuikusei/MailMagazine/H24/H24.6SCPR_scnet_gaiyou.pdf  

 

■「大阪府総合型地域スポーツクラブ連絡協議会（通称：大阪 SC ねっと）」  

「大阪 SC ねっと」は、SC 全国ネットワーク設立後、2 年をかけて 

「クラブが連帯する意味」を模索し、平成 23 年 3 月 26 日に「設立 2 年 

後は事務局独立、自主運営!!」をめざして創設されました。 

現在、“楽しむ”をモットーに、自立へ向けて活発に活動しています。 

 

 ▼詳細と写真はこちらから 

 http://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/data/kurabuikusei/MailMagazine/H24/H24.6SCPR_scnet_kyougikai_oosaka.pdf  

 

 

 

******************************************************************** 



【４】第６回全国スポーツクラブ会議(和歌山県田辺市)開催報告 

 「第６回全国スポーツクラブ会議」が５月１９・２０日の２日間に 

 わたり、和歌山県田辺市において開催されました。 

 全国より５８５名ものスポーツクラブ関係者が集い、活発な意見交 

 換が行われました。 

 熱い２日間の模様を、写真を添えてご報告します。 

 

 ▼詳細と写真はこちらから 

http://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/data/kurabuikusei/MailMagazine/H24/H24.6SCPR_zenkokusportsculbkaigi_houkoku.pdf  

 

 

******************************************************************** 

◆◇お知らせ◇◆ 

 

●地域スポーツクラブシンポジウム（東京都）「知って得する！ 

あなたのまちのスポーツ事情～地域スポーツクラブができること～」開催（6/30） 

 

東京都広域スポーツセンターでは、地域スポーツクラブの普及・理解の 

促進を目的として、以下のとおりシンポジウムを開催いたします。 

研究・実践報告のほか、参加者を交えたディスカッションを予定しており 

ますので、ぜひお気軽にご参加ください！！ 

【主催】東京都広域スポーツセンター（公益財団法人東京都スポーツ文化事業団） 

【後援】東京新聞・東京中日スポーツ 

＜日 時＞ 平成２４年６月３０日（土） １３：００～１６：３０ 

＜会 場＞ 東京体育館第１会議室 

＜定 員＞ ８０名（先着順） 

＜参加料＞ ４５０円 

 

研究・実践報告者（予定） 

・和 秀俊 氏（立教大学コミュニティ福祉学部） 

・小澤 淳 氏（NPO 法人習志野ベイサイドスポーツクラブ） 

・佐野 宏 氏（NPO 法人調和 SHC 倶楽部） 

 

▼お申し込み・プログラムの詳細に関するお問い合わせはこちらから 

＜東京都広域スポーツセンター＞ 

電話：０３－５４７４－２１４８ 



ホームページ：http://kouiki-sports-tokyo.jp/top.html 

 

 

●日本スポーツ少年団創設 50 周年記念寄付金募集について 

(平成 24 年 12 月 31 日まで） 

 

日本スポーツ少年団は、1962(昭和 37)年 6 月 23 日に日本体育協会創立 

50 周年記念事業の一環として創設されて以来、「スポーツによる青少年 

の健全育成」を活動の理念に掲げ、全国の多くの関係者に支えられなが 

ら、半世紀にわたり青少年のスポーツ振興に貢献し、2012(平成 24)年に 

創設 50 周年を迎えます。 

この創設 50 周年を契機に、全国の多くの関係者とともにその慶事を祝す 

るとともに、これまでのスポーツ少年団の歴史をたどり、後世にスポー 

ツ少年団の理念を継承し、これからのスポーツ少年団発展に資するため 

の記念事業の実施に伴い、寄付金を募集いたします。 

 

▼詳しくはこちらから 

 http://www.japan-sports.or.jp/club/news/tabid/83/Default.aspx?itemid=2416 

 

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

●情報誌「Sports Japan」創刊号を発行しました!! 

 

日本体育協会では、これまでの本会公認スポーツ指導者等を対象とした 

情報誌「スポーツジャーナル」とスポーツ少年団関係者を対象とした 

情報誌「Sport JUST」を統合し、平成 24 年度より装いを新たに 

「Sports Japan」として発行しました。 

本誌は年間 6 回のほか 2 回の特別号を発行し、総合型地域スポーツク 

ラブ、スポーツ指導者、スポーツ少年団をはじめとするスポーツ関 

係者の皆様はもとより、様々なスポーツ愛好者にとっても有益 

でタイムリーな身近な情報の発信に努めていきます。本誌の購読 

を希望される方は、下記によりぜひお申し込みください。 

 

▼オンライン申込はこちらから 



 https://jasacm.japan-sports.or.jp/cms/form/event.php?eid=202 

 

▼詳細はこちらから 

 http://www.japan-sports.or.jp/publish///tabid/661/pdid/105/Default.aspx 

 

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

●あくしゅ、あいさつ、ありがとう 

  ～ フェアプレイで日本を元気に！ ～キャンペーン 

 

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、スポーツ界を中心に「フェアプレイ」を社会全体 

に浸透させ、日本を元気にしていくことを目的に「フェアプレ 

イで日本を元気に」キャンペーンを開始し、専用 WEB サイト 

を公開しています。 

 

おかげさまで本会加盟団体や総合型クラブ関係者・全国の 

指導者・少年団関係者をはじめ多くの共感の声をいただいて 

おり、専用 WEB サイト公開 9 ヶ月で「フェアプレイ宣言者」 

が 3,300 名を超えており、これもひとえに多くの皆様より 

ご協力をいただいたおかげと深く感謝しています。2016 年 

にはフェアプレイ宣言者 100 万人を目指しています。 

まだフェアプレイ宣言をされていない方はぜひ専用 WEB サイ 

ト上でフェアプレイ宣言をお願いします。 

なお、フェアプレイ宣言を行っていただくと宣言書のダウンロ 

ードや各種画像データをご自身のブログ等でもご利用いただけ 

ます。是非ご活用ください。 

 

▼フェアプレイ宣言等、詳しくはこちらから 

 http://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/data0/fair/ 

 

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 



・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

●公式メールマガジンへの登録をお勧めください！ 

 

公式メールマガジンをご愛読いただき、ありがとうございます。 

おかげさまで、現在約 4,100 を超える登録をいただいております。 

 

このメールマガジンは、関係者はもちろん、クラブに少しでも 

関心のある方、会員の方、どなたでも無料でお送りいたします。 

 

メールアドレスをお持ちであれば、すぐに登録できます。 

個人情報は一切入力しません。退会も簡単にできます。 

 

登録方法は下記にありますので、本メールマガジンの登録を 

周りの方にお勧めください。よろしくお願いいたします。 

 

【公式メールマガジン登録方法】 

１）日本体育協会 HP のトップページの中央にある「総合型地域 

  スポーツクラブ」をクリック 

２）下段の「メールマガジン」をクリック 

３）「登録・退会」をクリック 

４）「登録する」をクリック 

５）登録フォームに、お持ちのメールアドレスを入力（２回） 

６）登録確認画面へ（完了） 

 

▼メールマガジンの登録（無料）はこちらから簡単にできます。 

周りの人にもぜひ登録をオススメください！ 

http://www.japan-sports.or.jp/local/tabid/515/Default.aspx 

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

★ＳＣステーション全体はこちらから★ 

 http://www.japan-sports.or.jp/local/tabid/308/Default.aspx 

 

 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 



    ☆★☆ メール配信サービスのご案内 ☆★☆   

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 

                    

 ◆メールマガジン配信停止(退会)ご希望の方は、こちらから◆ 

  http://www.japan-sports.or.jp/local/tabid/515/Default.aspx 

  

 

  ※お客様のメールアドレスが変更になる場合は、上記ページで一度 

  退会処理をされた後、再度登録手続きを行ってください。 

 

 ◆当メールは送信専用で配信されており返信できません◆ 

 

 Copyright (c) Japan Sports Association. All rights reserved 

 

 


