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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：4,032 件    
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【２】アドバイザーのおススメ・クラブ ＜隔月連載＞ 

   File17 川本町から発信する総合型クラブの形 

       『新たなるスポーツ環境の提供』 

       ～かわもとスポーツクラブ（島根県川本町）～ 
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    ～ＮＰＯ法人スポーツクラブ２１はりま（兵庫県加古郡播磨町）～ 

【５】助成金情報（応募締切 4月 27 日までのもの） 

【６】メールマガジン次号（4月 20 日）の予告 

★お知らせ★ 

 ●メールマガジンのご意見・感想、ご希望をお寄せください！ 

 ●「第６回全国スポーツクラブ会議」が開催されます！（5月 19、20 日） 

 ●内閣府「ＮＰＯ法の改正に対応する新手引き」の公表（3月 9日） 

 ●(公認スポーツ指導者向け)「指導者マイページ」オープン！ 

 ●ホームページが全面リニューアルします！(4月 2 日) 

 ●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・日本オリンピック委員会 100 年史」の実費頒布 

  希望者募集について 

 ●公式メールマガジンへの登録をお勧めください！ 
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【１】＜特集＞アフターtoto に向けた準備を考える 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

■■■■■ 

■スポーツ振興くじ助成事業（以下、toto 助成）の総合型地域 

スポーツクラブ自立支援事業を 5年間継続して、いよいよ終了 

するクラブが増えてきました。 

 

 toto 助成を上手に使って自立へのステップにできたクラブも 

ありますが、toto 助成が切れると運営が立ち行かなくなるケース 

もでてきそうです。そこで、toto 助成の自立支援事業を受けている 

クラブを取材し、これまでの助成金の活用方法、助成を 

受けての自己評価、助成終了後（アフターtoto）の準備の現状、 

課題等について事例紹介します。 

 

 また、toto 助成を上手に使って自立していくにはどうしたらいいか、 

助成を受ける際の準備や留意点のチェックリスト例をあげています。 

 

 ●指導者の自覚と責任を促し、町のクラブとして連帯感育む 

      （たぬまアスレチッククラブ  栃木県佐野市） 

    

  ▼文章全体と写真はこちらから 

   http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20120321_02.pdf 

  

 ●広報活動と一般市民向けイベントに活用し会員数倍増 

       （新宿チャレンジスポーツ文化クラブ  東京都新宿区） 

   

  ▼文章全体と写真はこちらから 

   http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20120321_01.pdf 

  

 ●トップアスリートを招き交流、新規会員を獲得 

         （千種ふれあいくらぶ  千葉県市原市） 



    

  ▼文章全体と写真はこちらから 

   http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20120321_03.pdf 

  

 ●toto 助成を受ける際の準備や留意点のチェックリスト 

    

  ▼文章全体はこちらから 

   http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20120321_04.pdf      

 

        

        

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【２】アドバイザーのおススメ・クラブ 

    File17 川本町から発信する総合型クラブの形 

        『新たなるスポーツ環境の提供』 

       ～かわもとスポーツクラブ（島根県川本町）～ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◆◆◆◆◆ 

◆地域を巡るクラブ育成アドバイザーの肥えた眼で見出された 

「読者の皆様に、ぜひ知ってほしい！」キラリと光るクラブを、 

隔月でご紹介します。 

 

◆今月は「かわもとスポーツクラブ」。 

島根県のアドバイザー平田貴之さんのおススメ・クラブです。 

かわもとスポーツクラブのスローガンは『気軽に楽しく生涯 

アスリズム』です。アスリズムとは『アスリート』と『リズム』を 

組み合わせた造語です。『スポーツを自分にあったテンポで楽しむ！』 

という思いが込められています。アイデアいっぱいのクラブです。 

ぜひご覧ください！ 

 

 ▼文章全体と写真はこちらから 

   http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20120321_05.pdf 

  

 ▼平田貴之さんのプロフィールはこちらから 

   http://www.japan-sports.or.jp/local/outline/adviser/32.html 

    

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 



【３】アクティブ・チャイルド・プログラム(第 5回・最終回) 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

■■■■■ 

■子どもの体力低下あるいは運動をする子どもとしない子どもとの 

二極化現象が問題視されて久しいわけですが、日本体育協会では 

長年にわたってこの問題に取り組んできました。 

 

 平成 20～23 年度の四か年にわたり文部科学省の委託を受け「子ども 

の発達段階に応じた体力向上プログラムの開発」研究を実施しています。 

これまでの研究成果にもとづき、子どもが発達段階に応じて身につけて 

おくことが望ましい動きを習得するための運動プログラムとして、 

「アクティブ・チャイルド・プログラム」として取りまとめています。 

 

 昨年 7月号(69 号)より隔月で、アクティブ・チャイルド・プログ 

ラムの概要や、スタンダードな遊びプログラム、昔ながらの伝承遊び 

プログラムを紹介してきました。最終回となる今号では、各プログラム 

の紹介の他に、プログラムの実施における考え方や、指導のポイントを 

まとめています。 

  

 ぜひ、各クラブで実践していただければと思います。  

 

 ▼詳しくはこちらから 

    http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20120321_06.pdf 

 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【４】東日本大震災被災地 応援情報 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

●ウォームアップ・ジャパン in 東北 

◆◆◆◆◆ 

◆平成 23年度、本協会では東日本大震災の復旧・復興支援に関する 

スポーツ振興くじ助成金を活用し、被災地域で実施するスポーツ教室 

や大会に、一般社団法人日本アスリート会議と連携してトップアス 

リートを派遣し、総合型地域スポーツクラブ関係者や子どもたち等 

と交流を深める事業を実施しました。 

 

 ▼詳細と写真はこちらから 



    http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20120321_07.pdf 

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

●（再掲）兵庫と連携 運動指導ボランティア事業 

    ～ＮＰＯ法人スポーツクラブ２１はりま（兵庫県加古郡播磨町）～ 

 http://www.japan-sports.or.jp/local/news/newsDetail.asp?newsNo=388 
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【５】助成金情報（応募締切 4月 27 日までのもの） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

▼赤い羽根「災害ボランティア・ＮＰＯ活動サポート募金」助成事業 

 第 7次（3月 30 日まで）（6月、9月、12月にも募集あり） 

 http://www.akaihane.or.jp/er/p6.html 

 

▼2012 年全労済地域貢献助成事業（4月 3日まで） 

 http://www.zenrosai.coop/zenrosai/topics/2012/120220.php 

 

▼第 3回東日本大震災に関する活動助成（4月 13日まで） 

（公益財団法人ＪＲ西日本あんしん社会財団） 

 http://www.westjr-anshin-f.jp/kinkyu_jyosei_katsu.html 

＊近畿 2府 4県（京都府、大阪府、兵庫県、滋賀県、奈良県、和歌山県）対象 

 

▼子育て家庭支援団体に対する助成活動（4月 27日まで） 

（社団法人生命保険協会） 

 http://www.seiho.or.jp/social/home/home01.html 

 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【６】メールマガジン次号（4月 20 日）の予告   

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 ・「平成 23 年度ＳＣ全国ネットワーク総会」（3月 16日開催）報告 

 ・平成 23 年度「ＳＣステーション」新規Ｑ＆Ａの紹介  など 

 

  ＊4 月 5 日は、配信をお休みさせていただきます。 



 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 ★お知らせ★ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

●メールマガジンのご意見・感想、ご希望をお寄せください！ 

 

 いつもご愛読いただき、ありがとうございます。 

 ご意見・感想はもちろん、「こんなテーマや情報をとりあげてほしい」 

 ということがありましたら、以下お気軽にお寄せください！ 

  

 ▼送付先メールアドレスはこちら 

  sc-info@japan-sports.or.jp 

 

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

●「第６回全国スポーツクラブ会議」が開催されます！（5月 19、20 日） 

   

 全国の総合型地域スポーツクラブ関係者が一堂に会し、 

クラブ運営についての研修や情報交換等を行う 

第６回全国スポーツクラブ会議が、和歌山県田辺市で 

下記のとおり開催されます。 

参加申込みの期限がそろそろ迫っています（申込期限：4月 15日）。 

皆様、お早目にお申し込みください！ 

 ≪主催≫ 全国スポーツクラブ会議実行委員会 

 ≪共催≫ 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、ＮＰＯ法人クラブネッツ 

 ≪後援≫ 文部科学省、和歌山県、和歌山県教育委員会 他 

 ≪主管≫ ＮＰＯ法人会津スポーツクラブ 

【テーマ】「地域力を引き出すクラブ戦略」～クラブの存在感を高めるために～ 

【日時】 平成 24年 5月 19 日（土） 

        12：30～18：30（会議） 

        19：00～21：00（情報交換会） 

       5 月 20 日（日） 

        8：15～11：30（会議） 



【会場】（会議）田辺市紀南文化会館 

     （情報交換会）ガーデンホテルハナヨ 

  

 ▼パンフレット・申し込み用紙はこちらから 

  ※本会議を主管するＮＰＯ法人会津スポーツクラブのホームページ 

    にリンクしますので、トップページの「トピックス」をご覧ください。 

  http://www.aidu-sports.com/index.html 

 

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

●内閣府「ＮＰＯ法の改正に対応する新手引き」の公表（3月 9日） 

 

 平成 24年 4月 1日から施行される改正ＮＰＯ法（特定非営利活動 

促進法）に関する手引きやパンフレットが内閣府より公表されました。 

 パンフレットでは改正ポイントがわかりやすく掲載されています。 

主な改正点は、所轄庁（都道府県知事または指定都市の長）による 

事務手続き、定款変更や総会決議の簡素・柔軟化、「収支計算書」 

から「活動計算書」への変更、などです。 

 手引きでは、認証制度（ＮＰＯ法人制度）と認定制度（認定ＮＰＯ 

法人）について、それぞれの概要、申請手続き方法、義務など詳細に 

掲載されています。 

  

 ▼内閣府ＮＰＯホームページ 

  https://www.npo-homepage.go.jp/about/201204_kaisei.html 

 

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

●(公認スポーツ指導者向け)「指導者マイページ」オープン！ 

 

 日本体育協会ではこのたび公認スポーツ指導者資格（スポーツ 

リーダーを除く）をお持ちの方を対象としたインターネット上の 

サービス「指導者マイページ」をスタートしました。 

「指導者マイページ」では登録・更新手続きや住所変更が行えるほか、 

情報誌「指導者のためのスポーツジャーナル」のバックナンバーの 

閲覧も可能です。 



 3 月下旬までにマイページをご利用いただくための「ＩＤ」 

「パスワード」を郵送しますので、公認スポーツ指導者資格をお持ち 

の方はぜひご利用ください。 

 

 ▼詳しくはこちらから 

  http://www.japan-sports.or.jp/news/newsDetail.asp?newsNo=720 

 

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

●ホームページが全面リニューアルします！(4月 2 日) 

 本会のホームページは来る 4月 2日に全面リニューアル 

します。(※ただし、ネットワークの性質上、新しいシステムに 

移行するまでには数時間～1日程度かかることがあります) 

 リニューアルの準備に伴い、「総合型地域スポーツクラブ」 

のページにある SCステーションの検索機能は、一時休止いた 

します。 

 SC ステーション内の項目検索については、ページ下部「SC ステー 

ション Q&A 一覧『すべての Qはこちら』」に項目ごとに回答ページに 

リンクすることができますので、ご活用ください。 

 

 ▼SC ステーション Q&A 一覧『すべての Qはこちら』 

  http://www.japan-sports.or.jp/local/pdf/sc_q_list.pdf 

 

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

●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 7ヶ月で「フェアプレイ宣言者」 

が 2,700 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おります。2016 年 

にはフェアプレイ宣言者 100 万人を目指しております。 

 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/fair/ 

 

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

●「日本体育協会・日本オリンピック委員会 100 年史」の実費頒布 

  希望者募集について 

 

 日本体育協会と日本オリンピック委員会は、創立 100 周年記念事 

業の一環として、「日本体育協会・日本オリンピック委員会 100 

年史」を、平成 24年 3月末に刊行する予定です。 

 本記念誌は、両団体の歴史はもとより我が国のスポーツの歴史をひ 

もとくことができる貴重な資料としてご活用いただけるものと存 

じますので、購入をご希望の方は、下段リンクよりお申込みくだ 

さい。なお、本記念誌については、書店販売はいたしません。 

 

 ▼「実費頒布希望者募集のお知らせ」 

   http://www.japan-sports.or.jp/news/newsDetail.asp?newsNo=702 

 

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

●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 4,000 の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のトップページの右にある「総合型地域 

   スポーツクラブ公式メールマガジン」をクリック 

 ２）「登録・退会」をクリック 

 ３）「登録する」をクリック 

 ４）登録フォームに、お持ちのメールアドレスを入力（２回） 

 ５）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/mail/index.html 

 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 

    ☆★☆ 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/mail/ 

 

  ※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◆ 
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