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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：4,270 件 

 

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

【１】＜特集＞ 子育て支援のあるクラブ 

●託児システムで、明日への一歩を踏み出す「あすぽ」 

（あしがら総合型スポーツクラブ「あすぽ」 神奈川県山北町） 

●「子育てママの会」と一緒に活動する相乗効果 

（NPO 法人青空見聞塾 岐阜県東白川村） 

●巡回体育指導で体を動かすことが好きな子どもを増やす 

（いしいスポーツクラブ 徳島県石井町） 

●地域の大人が地域の子どもを育てるクラブ 

（うしぶかイキイキクラブ 熊本県天草市） 

 

【２】アドバイザーのおススメ・クラブ  

   File18 ≪旧都賀町から発信≫ 地域の担い手 

        ～あいあいクラブ都賀（栃木県栃木市）～ 

 

【３】動画で伝えよう！＜クラブ映像紹介＞（NEW! 隔月連載） 

～地域のために 未来のために  

育てよう 総合型地域スポーツクラブ（20 分）～ 

 

【４】東日本大震災被災地 応援情報 

    ●被災地クラブの活動状況と復興へ向けて（宮城県：前編） 

    ～宮城県の被災地クラブの活動状況～ 

  ●夏真っ盛り！イベント紹介（福島県）  

   ◆ひのきスポーツクラブ（南会津町）Presents!  

ふくしまからはじめよう。プロジェクト 

「南会津 夏の大冒険」（8/4～8/5）申込締切 7 月 27 日 

   ◆はなわふれあいスポーツクラブ（塙町） 



「どろ祭り」8 月 5 日（当日受付 OK) 

  ●「被災地総合型地域スポーツクラブインフォメーション」ご案内 

 

【５】助成金情報（申込締切 9 月 28 日までのもの） 

【６】メールマガジン次号（8 月 20 日）の予告 

 

★お知らせ★ 

●平成 24 年度「ＳＣ全国ネットワーク総会」報告（6/26 開催） 

●総合型地域スポーツクラブ全国協議会に関するアンケート調査 

 結果について 

●2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会招致に 

 ご協力をお願いします！ 

●笹川スポーツ財団『障害者スポーツに関する調査』回答期限延長 

 のお知らせ 

●日本スポーツ少年団 50 周年記念寄付金募集について（12/31 まで） 

●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】＜特集＞ 子育て支援のあるクラブ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

■■■■■ 

■総合型地域スポーツクラブが、地域になくてはならない存在に 

なるには、地域の問題解決や生活必需サービスの提供などが必要 

となるでしょう。重要な柱の１つに「子育て支援」があります。 

 

■クラブの成り立ちや地域特性、外部協力体制などによって実施 

内容は異なりますが、様々な子育て支援を工夫して行っている、 

４つの事例をご紹介します。 

どのクラブも「地域で子どもを育てよう」との思いは同じ。 

地域での存在感や信頼を得ている活動に、元気をもらえます！ 

 

▼託児システムで、明日への一歩を踏み出す「あすぽ」 

～あしがら総合型スポーツクラブ「あすぽ」（神奈川県山北町）～ 



http://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/data/kurabuikusei/MailMagazine/H24/H24.7_tokushu_aspo.pdf  

 

▼「子育てママの会」と一緒に活動する相乗効果 

～NPO 法人青空見聞塾（岐阜県東白川村）～ 

http://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/data/kurabuikusei/MailMagazine/H24/H24.7_tokushu_aozora.pdf  

 

▼巡回体育指導で体を動かすことが好きな子どもを増やす 

～いしいスポーツクラブ（徳島県石井町）～ 

http://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/data/kurabuikusei/MailMagazine/H24/H24.7_tokushu_ishii.pdf  

 

▼地域の大人が地域の子どもを育てるクラブ 

～うしぶかイキイキクラブ（熊本県天草市）～ 

http://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/data/kurabuikusei/MailMagazine/H24/H24.7_tokushu_ushibuka.pdf  

 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【２】アドバイザーのおススメ・クラブ  

   File18 ≪旧都賀町から発信≫ 地域の担い手 

        ～あいあいクラブ都賀（栃木県栃木市）～ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◆◆◆◆◆ 

◆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「あいあいクラブ都賀」。 

栃木県のアドバイザー宮本栄子さんのおススメ・クラブです。 

設立は平成 20 年ですが、クラブ創設のスタートは平成 12 年度。 

時間はかかりましたが、おかげで住民の意識が熟し地域に合った 

運営方法が編み出されました。 

 

◆現在では 10 年間の事業計画の作成と、「『あいあいクラブ都賀』 

の未来を考えよう」との講習会を年４回開催しています。 

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/Portals/0/data/kurabuikusei/MailMagazine/H24/H24.7_series.osusume_tochigi.pdf  

 

▼宮本栄子さんのプロフィールはこちらから 

http://www.japan-sports.or.jp/local/tabid/468/Default.aspx 

 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【３】動画で伝えよう！＜クラブ映像紹介＞（NEW! 隔月連載） 

～地域のために 未来のために  

育てよう 総合型地域スポーツクラブ（20 分）～ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

■■■■■ 

■この新連載は、総合型地域スポーツクラブへの関心や理解が 

深まる 15～20 分程度の映像を、毎回１本ずつ紹介します。 

 

■今月は、クラブを通じて地域のスポーツ環境を改善するだけでなく、 

地域の活性化や町づくりに貢献している 3 つのクラブを紹介する 

映像です。研修・説明会などで、ぜひ活用ください！（2007 年製作）。 

 

▼地域のために 未来のために 育てよう 総合型地域スポーツクラブ（20 分） 

http://www.japan-sports.or.jp/publish/tabid/661/pdid/72/Default.aspx 

 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【４】東日本大震災被災地 応援情報 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◆◆◆◆◆ 

◆東日本大震災から 1 年が過ぎました。震災前の生活から一変した 

被災地では、今も大変な状況が続いています。先月に引き続き被災地 

クラブの状況をご報告します。また被災県内で元気にがんばっている 

クラブのイベントも紹介します。参加することも支援の１つですね！ 

 

●被災地クラブの活動状況と復興へ向けて（宮城県：前編） 



    ～宮城県の被災地クラブの活動状況～ 

 

被害が特にひどかった東北 3 県の１つ、宮城県の状況を、 

クラブ育成アドバイザーの相田恵美さんに報告いただきます。 

 

沿岸部は壊滅的で、避難所となった施設を管理していたクラブ 

では、自ら被災しつつも避難者のお世話や支援物資の管理などを 

行いました。今でも施設面は完全復旧できていませんが、連絡 

協議会ができ、クラブ同士で協力して、この難局を皆で乗り越え 

ようとしています。ぜひご覧ください！ 

 

▼詳細と写真はこちらから 

http://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/data/kurabuikusei/MailMagazine/H24/H24.7_tohoku_aid_miyagi1.pdf  

 

 

●夏真っ盛り！イベント紹介（福島県） 

  

◆ひのきスポーツクラブ（南会津町）Presents!  

ふくしまからはじめよう。プロジェクト 

「南会津 夏の大冒険」（8/4～8/5）申込締切 7 月 27 日 

 

 福島県南会津は元気です！ 今年の夏は豊かな自然に触れ、 

体を思いっきり動かしませんか？ 県外の方も大歓迎です！ 

 スーパー川遊び、ホタル鑑賞ナイトウォーク、ザ・鬼ごっこ 

など人気の夏事業をまとめた贅沢プログラムです！ 

 

 申込み・問合せ（昼）０２４１－６２－０７２４ 

（夜）０９０－６４５４－２４６４ 

▼詳細はこちらから   

＜チラシ表＞ 

http://www29.atpages.jp/hinokisports/event.files/24summer/2012natsu-1.pdf 

＜チラシ裏＞ 

http://www29.atpages.jp/hinokisports/event.files/24summer/2012natsu-2.pdf 

 

 

◆はなわふれあいスポーツクラブ（塙町） 



「どろ祭り」8 月 5 日（当日受付 OK) 

 

元気な塙町を全国の人に見てもらいたいとの思いで、今夏も 

クラブの一大イベント「どろ祭り」を開催します！  

  

「用意する特設の田んぼには、ミネラルたっぷりの、お肌つるつる 

になる、どろを入れますので、ぜひお越しください！」とのこと。 

 

どろんこバレー（＊）、どろ綱引き、どろフラッグ、どらだらけ宝拾い 

など、「どろ祭り」を楽しみましょう！ シャワーも完備です！ 

（＊）どころんこバレーは定員になり次第締切です（当日不可もあり） 

    

問合せ ０２４７－４３－２６４４、当日受付は午前 8 時から。  

 

▼詳細はこちらから 

http://hanawa-fsc.blogspot.jp/2012/07/blog-post.html 

 

 

●「被災地総合型地域スポーツクラブインフォメーション」ご案内 

 

 日本アスリート会議では、発足以来、被災地においてアスリートに 

よるスポーツ支援活動の橋渡しを行ってきました。 

その中で、被災地と支援側の、ニーズのマッチングの重要性を感じ、 

2012 年 6 月より、被災地域の総合型クラブの支援情報に関する情報 

を扱うサイトを、当会議ＨＰ内に開設しました。 

 

現在、岩手県の 2 クラブよりリクエストが掲載されています。 

ぜひ WEB をご覧いただき、ご支援くださいますようお願いします。 

 

▼「被災地総合型地域スポーツクラブインフォメーション」こちらから 

http://www.jathlete.jp/daccs-i/ 

 

なお、本メルマガでも、ご希望のテーマ・情報はもちろん、 

いつでも被災地からのリクエストや「こんなことできます」情報を 

受付けております。お気軽に情報をお寄せください！ 

 



▼送付先メールアドレスはこちら 

sc-info@japan-sports.or.jp 

 

＜ご注意＞ 

日本体育協会では、情報の収集・仲介役となりますが、 

発信内容については発信者の責任のもと、クラブ・当事者間で、 

直接のやりとりをお願いします。 

 

送信いただいた内容については基本的にそのまま掲載いたします 

ので、連絡先等、間違いのないようにご注意ください。   

また、常識に照らし合わせて不適切な内容は、掲載可否について、 

こちらで判断させていただくことがありますので、ご了承ください。 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【５】助成金情報（申込締切 9 月 28 日までのもの） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

▼公益財団法人 かめのり財団「第 6 回かめのり賞 募集」 

アジア・オセアニアとの若い世代の交流を支援（9 月 14 日まで） 

http://www.kamenori.jp/kamenorishou.html 

 

▼公益財団法人パナソニック教育財団 

「子どもたちの“こころを育む活動”全国大賞」募集（9 月 28 日まで） 

http://www.kokoro-forum.jp/ 

 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【６】メールマガジン次号の予告 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

＜特集＞「会員の力」をクラブに活かす（仮題） 

＜連載＞若手クラブ仕事人の夢メッセージ 

    わがクラブの人気プログラム、東日本大震災被災地応援情報 

 

 ■発行予定日： ８月２０日（月） 

 



 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

★お知らせ★ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

●平成 24 年度「ＳＣ全国ネットワーク総会」報告 

 

 去る 6 月 26 日（火）、「SHIBUYA SHIDAX HALL」にて、 

本年度第 1 回の「SC 全国ネットワーク総会」が開催されました。 

グループ協議では、「SC 全国ネットワークの『すべきこと』と 

『できること』」をテーマに、総合型クラブの連携強化のために、 

「すべきこと」の優先順位づけ、「今の組織と財源で『できること』」、 

「『すべきこと』を『できること』にするためのアイデア出し」 

について協議しました。ぜひご覧下さい。 

 

▼詳細と写真はこちらから 

http://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/data0/local/conference/pdf/h24soukai02.pdf 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

●総合型地域スポーツクラブ全国協議会に関するアンケート調査 

 結果について 

 

 全国の総合型地域スポーツクラブのご協力を得、去る平成 24 年 

3 月 23 日から 5 月 31 日に実施をしたアンケートの結果がまとまり 

ましたので、ご報告します。 

 本アンケートでは、総合型クラブの活動の現状や、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）に期待すること 

等について調査しております。 

 今後は、常任幹事会を中心に、調査結果をもとに総合型地域スポ 

ーツクラブ全国協議会の事業展開を検討していきます。 

 

▼詳細はこちらから 

http://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/data0/local/conference/pdf/sc_questionnaire.pdf 

 

▼総合型地域スポーツクラブ全国協議会についてはこちらから 



http://www.japan-sports.or.jp/local/tabid/512/Default.aspx 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

●2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会招致に 

 ご協力をお願いします！ 

 

去る 5 月 23 日、国際オリンピック委員会（IOC）理事会において、 

東京は第一次選考を通過し、正式な立候補都市となりました。 

 

今後、来年 9 月 7 日にブエノスアイレスにて開催される IOC 総会 

における開催都市決定まで、招致活動は加速していきます。 

 

日本でのオリンピック開催のために、皆様の応援を是非お願いいた 

します。 

 

▼2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会招致委員会 

 ホームページはこちらから（クラブホームページにリンクいただ 

 くなど、ご協力をお願いいたします） 

http://tokyo2020.jp/jp/index.php 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

●笹川スポーツ財団『障害者スポーツに関する調査』回答期限延長 

 のお知らせ 

 

【SC 全国ネットワーク加入クラブの皆様へ】 

笹川スポーツ財団では、文部科学省の委託を受け「総合型地域スポーツクラブ 

における障害者スポーツ・レクリエーションの実態調査」を実施しており、 

去る 6 月 18 日に調査票が送付されています。 

 

このたび、回答期限が平成 24 年 7 月 31 日（必着）に延長されました。 

 

この調査は、地域における障害者のスポーツ・レクリエーション活動の 

実情やニーズを明らかにすることを目的としており、障害者の 

参加がないクラブのご回答も大変貴重なデータとなります。 



ご協力の程、何卒よろしくお願いいたします。 

 

▼本調査に関するお問合わせ先、詳しい内容と回答ページはこちら 

http://www.ssf.or.jp/research/info/survey_mext/adapt/sc/research_2012.html 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

●日本スポーツ少年団 50 周年記念寄付金募集について（12/31 まで） 

 

日本スポーツ少年団は、1962 年（昭和 37）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尽力し、2012 

（平成 24）年 6 月 23 日に創設 50 周年を迎えました。 

 

この 50 周年を契機に、全国の多くの関係者と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、今後のスポーツ少年団発展に資する記念事業の実施に 

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 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

●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、サイト公開 

11 ヶ月で「フェアプレイ宣言者」が 4,500 名を超えており、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。 

ぜひご活用ください。 

 

▼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 4,200 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/516/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 

 

 


