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◆ 【日本体育協会総合型地域スポーツクラブ公式メールマガジン】 

◆ 第８７号  平成２５年１月２１日発行 
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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：4,525 件 

 

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

【１】＜特集＞ 地元のメディアを活用した認知度向上 

●クラブの活動を新聞社（メディア）に発信しよう 

●元気アップこものスポーツクラブ （三重県菰野町）の事例 

     ～教育委員会との連携で、地元メディアに情報（ネタ）を提供～ 
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●ちょーほい豊浜スポーツクラブ （香川県観音寺市）の事例 

 ～ケーブルテレビの番組で 15 分間 2 回放映～ 

 

【２】アドバイザーのおススメ・クラブ  

File21 さらなる地域密着型クラブを目指して……  

～いきいきクラブたかみや（広島県安芸高田市）～ 

【３】動画で伝えよう！＜クラブ映像紹介＞ 

「総合型地域スポーツクラブのある町」（9 つのクラブの紹介）  

～（2 番目）カシオペア氷上スポーツクラブ（岩手県） 

地域の施設を有効活用（15 分）～ 

 

【４】東日本大震災被災地 応援情報 

●ヒューマンネットワークの大切さを！！ 

  ～あの東北地方太平洋沖地震（東日本大震災）をきっかけに～ 

【５】助成金情報（申込締切 2 月 28 日までのもの） 

【６】メールマガジン次号（2 月 20 日）の予告 

 

★お知らせ★ 

●ブロック別クラブミーティング報告（東北、中国、関東） 

●アクティブ・チャイルド・プログラム講習会のご案内 



 

●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！ 

●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！ 
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【１】＜特集＞ 地元のメディアを活用した認知度向上 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

■■■■■ 

■クラブの認知度を地域で上げるには、チラシ・パンフレット、 

ホームページや SNS などによる地道な広報活動が重要ですが、 

地元のメディア（新聞・テレビ等）への働きかけは大変効果的です。 

 

そこで今回、地元のメディアの活用の仕方について取り上げます。 

メディアが興味を示す「ネタ」とは？ 

ニュースリリース（情報提供・取材依頼）の書式や手法とは？ 

「総合型地域スポーツクラブ」掲載記事の「見出し」は？ 

 

「ネタ」を上手く使ってメディアに取り上げられた 3 つの事例では、 

取り上げられた経緯・方法やその効果、アドバイスも載っています。 

 

メディアを活用する方法を知って認知度向上に役立てましょう！ 

 

●クラブの活動を新聞社（メディア）に発信しよう 

http://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/data/kurabuikusei/MailMagazine/H25/H25.1_tokushu_matome.pdf 

 

▼元気アップこものスポーツクラブ （三重県菰野町）の事例 

     ～教育委員会との連携で、地元メディアに情報（ネタ）を提供～ 

http://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/data/kurabuikusei/MailMagazine/H25/H25.1_tokushu_mie.pdf 

 

▼Oh！蔵 SPORT （山形県大蔵村）の事例 

   ～ユニークなイベントを SNS とメディアの相乗効果で発信～ 

http://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/data/kurabuikusei/MailMagazine/H25/H25.1_tokushu_yamagata.pdf 



 

▼ちょーほい豊浜スポーツクラブ （香川県観音寺市）の事例 

～ケーブルテレビの番組で 15 分間 2 回放映～ 

http://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/data/kurabuikusei/MailMagazine/H25/H25.1_tokushu_kagawa.pdf 
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【２】アドバイザーのおススメ・クラブ  

 File21 さらなる地域密着型クラブを目指して……  

～いきいきクラブたかみや（広島県安芸高田市）～ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◆◆◆◆◆ 

◆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「いきいきクラブたかみや」。広島県のアドバイザー 

横山有里さんのおススメ・クラブです。 

 

地域の高齢化が進む中で幅広い年齢層のクラブづくりを目指し、 

約 5 年で会員数は 2.5 倍に増えました。 

出前プログラムはクラブの認知度を高めることにつながりました。 

 

◆平成 24 年度から「B＆G 海洋センター」の指定管理者となり、 

平成 24 年 11 月には特定非営利活動法人を取得しました。 

「アフターtoto」を意識した 3 年先のための土台づくりです。 

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/Portals/0/data/kurabuikusei/MailMagazine/H25/H25.1_series.osusume_hiroshima.pdf 

 

▼横山有里さんのプロフィールはこちらから 

http://www.japan-sports.or.jp/local/tabid/493/Default.aspx 
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【３】動画で伝えよう！＜クラブ映像紹介＞ 

「総合型地域スポーツクラブのある町」（9 つのクラブの紹介）  

～（2 番目）カシオペア氷上スポーツクラブ（岩手県） 

地域の施設を有効活用（15 分）～ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

■■■■■ 

■この連載は、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本ずつ紹介するものです。 

 

■今月は、カシオペア氷上スポーツクラブ（岩手県）。 

ひとつのアイスリンクの利用を巡ってアイスホッケー、カーリング、 

スピードスケートの氷上 3 種目の団体が集まり設立したクラブです。 

 

■「カシオペア連邦」を名乗る近隣 4 市町村から会員たちが 

集まってきています。カーリングでは国内トップクラスの選手を 

輩出しており、種目を超えた交流など、夢は広がっています。 

研修・説明会などで、ぜひ活用ください！（2008 年製作）。 

 

▼映像はこちらから～（2 番目）カシオペア氷上スポーツクラブ（岩手県）～ 

http://www.japan-sports.or.jp/publish/tabid/661/pdid/73/Default.aspx 
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【４】東日本大震災被災地 応援情報 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◆◆◆◆◆ 

◆東日本大震災から 2 年近くが過ぎました。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。 

今月は、岡山県の「美咲町柵原星の里スポレク倶楽部」 

理事長の表田実典さんからの報告です。 

 

 

●ヒューマンネットワークの大切さを！！ 

～あの東北地方太平洋沖地震（東日本大震災）をきっかけに～ 



 

被災地で携わっている方の声を中継し、クラブ関係の仲間の 

ネットワークを使い、現地で必要とされている物をできる限り 

集めて対応してきました。 

「水・手袋・マスク」「スニーカー・化粧水・乳液・ハンドク 

リーム・UVクリーム・リップクリーム等」の他、碁・将棋なども。 

 

仮設住宅に関しては、継続している「癒しのオアシス」プロ 

ジェクト(発起人:宮崎県半九レインボークラブの澤山さん)の 

主旨に賛同し「鯉のぼりプロジェクト」を実施・協力しました。 

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/H25/H25.1_tohoku_aid_okayama.pdf 
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【５】助成金情報（申込締切 2 月 28 日までのもの） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

▼近畿ろうきん NPO アワード（1 月 31 日必着） 

近畿 2 府 4 県（滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山）対象 

http://www.rokin.or.jp/npo/npo_award/ 

▼「一般財団法人人間塾 第２回実践活動助成（1 月 31 日消印有効） 

東北 3 県（岩手県、宮城県、福島県）対象 

http://ningenjuku.or.jp/subsidy/ 

▼「今しかできない旅がある」第 1 回若者旅行を応援する 

観光庁長官賞（2 月 28 日必着） 

http://www.mlit.go.jp/kankocho/news05_000133.html 
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【６】メールマガジン次号の予告 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

＜特集＞障がいをもつ人のスポーツと支えるクラブ（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： ２月２０日（水） 
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★お知らせ★ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

●ブロック別クラブミーティング報告（東北、中国、関東） 

 

10 月～12 月において、全国でブロック別クラブミーティング 2012 が 

順次開催されました。各地での活発な情報交換や話し合いが行われた 

内容をご報告します。今回は 9 ブロックのうち以下 3 ブロックです。 

ぜひご覧ください！ 

 

▼東北ブロック：11 月 3 日（土）、4 日（日） 

 於：青森県総合社会教育センター   

http://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/data/kurabuikusei/Event%20Infomation/ClubMtg/H24/tohoku_report.pdf 

 

▼中国ブロック：11 月 17 日（土）、18 日（日） 

 於：鳥取県立武道館  

http://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/data/kurabuikusei/Event%20Infomation/ClubMtg/H24/chugoku_report.pdf 

 

▼関東ブロック：11 月 23 日（金）、24 日（土） 

 於：高崎市総合福祉センター  

http://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/data/kurabuikusei/Event%20Infomation/ClubMtg/H24/kanto_report.pdf 
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●アクティブ・チャイルド・プログラム講習会のご案内 

 

日本体育協会では、平成 20 年から 2 カ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」 

研究を実施しました。 

現在は、その研究成果を踏まえて、子どもたちの身体活動やスポ 

ーツ活動を促進するための資料を作成し、普及・啓発活動に取り 

組んでいます。 

前年に引き続き、同プログラムの効果的な活用法の周知を目的と 

した講習会を全国 9 カ所で開催しています。ご関心をお持ちの方は 

ぜひこの機会にご参加ください。 

 

▼参加申込方法等の詳細については、こちらから 

http://www.japan-sports.or.jp/coach/tabid/242/Default.aspx 

 

▼アクティブ・チャイルド・プログラムの詳細についてはこちらから 

http://www.japan-sports.or.jp/publish/tabid/776/Default.aspx#guide08 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
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●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！ 

 

2020 年に東京でオリンピックを開催すべく、平成 24 年 5 月 23 日に 

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、2013 年 9 月 7 日にブエノスアイレスで開催される 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（貴クラブの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 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
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●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」 

キャンペーンを実施中で、専用 WEB サイトも公開しています。 

 

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 

公開後、「フェアプレイ宣言者」が約 7,770 名になりました。 

これもひとえに皆様のご理解のおかげと深く感謝しています。 

 

2016 年まで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 

ができ、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/ 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
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●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 4,500 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◆ 
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