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日本体育協会では、総合型クラブで活動される方を対象に、より充実したクラブ運営の一助となるよう2つのツー
ルを作成しています。

◎「自立・自律に向けたチェックリスト」
「総合型地域スポーツクラブ育成プラン2013」の内容を踏まえ、総合型クラブとして自立・自律するために必要な
事項を抽出・集約し、各クラブが現状を検証するための自己評価・点検を行い、将来的な計画を立案する際の一
助となるようなツールを作成しました。
総合型クラブは各々の地域の実情に合わせ、様々な特色を有していますので、必ずしもこのツールで提示した項目
すべてに対応する必要はありませんが、各クラブの運営における指針としてお役立てください。

▼ 自立・自律に向けたチェックリスト
http://www.japan-sports.or.jp/publish/local/tabid/936/Default.aspx#02

◎「クラブのらくらく広報」
総合型地域スポーツクラブを創ったけれど、なかなか会員が集まらない、チラシを配っても人が集まらない、地域
でもあまり知られていないようだ・・・
しかし広報活動をするのは、忙しいし、人手が足りないし、技術もないし、難しそう・・・
そんなクラブの方のために効果的な広報を行うためガイドを作成しました。「労力は半分、効果は２倍上がる」広報
の方法や事例を紹介しますので、どんどん活用してください。

▼ クラブのらくらく広報
http://www.japan-sports.or.jp/publish/local/tabid/936/Default.aspx#01

クラブ運営お役立ちツール

◎公認クラブマネジャー・公認アシスタントマネジャー資格の取得をおススメします！
日本体育協会では、クラブ業務を合理的に行い、効果的な事業計画を企画・立案する上で必要となる一定以上の
専門的な知識・技能を身に付けた人材を充実させるため、「公認クラブマネジメント資格」講習会を実施しています。
公認クラブマネジメント資格には、クラブ運営を中心的に担う方を想定した「公認クラブマネジャー」と、クラブマネ
ジャーとともにクラブ運営を補佐する方を想定した「公認アシスタントマネジャー」の2つの資格があります。
ご自身のクラブの自立・自律に向けて、ぜひ本会公認クラブマネジメント資格を取得してみませんか。
詳しい資格内容や講習会情報についてはこちらから

▼ クラブマネジャー
http://www.japan-sports.or.jp/coach/tabid/221/Default.aspx
※平成25年度の養成講習会については、すでに申込みを終了しています。なお、平成26年度の養成講習会に
ついては、平成26年4月頃に申込み受付を開始する予定です。

▼ アシスタントマネジャー
http://www.japan-sports.or.jp/coach/tabid/220/Default.aspx
※養成講習会の日時・会場等については、各実施団体に直接ご確認ください。なお、平成26年度の養成講習
会の「実施予定団体一覧」については、平成26年4月頃に本会HPに公表予定です。

公認スポーツ指導者資格情報
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◎平成25年度クラブマネジメント指導者海外研修事業参加者募集　＊募集は終了しています
日本体育協会では、総合型クラブで活動するクラブマネジャー等の資質向上と活動促進を図ることを目的として、
地域スポーツクラブ先進国であるドイツ連邦共和国にクラブマネジャー等を派遣するクラブマネジメント指導者海外
研修事業を実施しています。
平成25年度の参加者募集については、本メールマガジンで案内しました。

派遣期日：平成25年10月27日(日) ～ 11月3日(日・祝)（6泊8日）
派遣先：ドイツ連邦共和国 ノルトライン・ヴェストファーレン州
主な派遣要件： ①本会公認クラブマネジャー・公認アシスタントマネジャー
　　　　　　　②都道府県体育・スポーツ協会からの推薦
　　　　　　　③参加個人負担金：20万円
＊都道府県体育・スポーツ協会から本会への推薦〆切日：5月31日(金)

▼ クラブマネジメント指導者海外研修事業
http://www.japan-sports.or.jp/local/tabid/840/Default.aspx

◎スポーツ界における暴力行為根絶に向けた集い　＊開催は終了しています

主　催：日本体育協会、日本オリンピック委員会、日本障害者スポーツ協会、全国高等学校体育連盟、
　　　　日本中学校体育連盟
日　時：平成25年4月25日（木）12:45 ～
会　場：日本青年館（東京都新宿区）

▼ 開催報告はこちらから
http://www.japan-sports.or.jp/index/news/tabid/92/Default.aspx?itemid=2629

◎平成25年度「中高年者のための運動プログラム」に関する研修会　＊開催は終了しています
近年、スポーツ活動による健康づくりや生きがい、楽しみなどを求める中高年者が増加しており、中高年者のスポー
ツ活動を支える指導者のニーズが高まっています。
そうした背景を踏まえ、中高年者の身体的特徴やスポーツ活動実施上の注意点について学ぶとともに、
具体的な運動プログラムを指導する能力を身につけることを目的とした研修会を開催しました。

日　付：平成 25 年 9月14日( 土 )10：00 ～ 18：40
場　所：三菱養和会巣鴨スポーツセンター（東京都豊島区）
定　員：80名
参加料：5,250円

▼ 詳細はこちらから
http://www.japan-sports.or.jp/tabid/241/Default.aspx

◎生涯スポーツ・体力つくり全国会議2014　＊開催は終了しています
本会議は、生涯スポーツ関係団体の各界各層の人々が一堂に会し、地域におけるスポーツ推進の現状及び課題に
ついて、研究協議や意見交換を行い、相互理解を深め、関係者間の協調・協力体制の強化と生涯スポーツ社会
の実現に向けた機運の醸成を目的とし、開催されました。

全体テーマ：「次世代に繋ぐ新たなスポーツ環境の創出に向けて」
　　　　　　 ～私たちは未来からスポーツを託されている～
主　催：文部科学省／生涯スポーツ・体力つくり全国会議実行委員会
日　時：平成26年2月7日(金) 10:00 ～

セミナー等情報
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会　場：ホテルかめ福（全体会・第1・2分科会・情報交換会・展示）
　　　　ホテルニュータナカ（第3・4分科会）
　　　　西の雅 常盤（第5・6分科会）

▼ 開催要項や過去年度の開催報告書などはこちらから
http://www.japan-sports.or.jp/event/tabid/200/Default.aspx

◎第8回全国スポーツクラブ会議 in 南相馬の開催！
全国の総合型地域スポーツクラブ関係者が一同に会し、クラブ運営についての研修や情報交換等を行う「第8回全
国スポーツクラブ会議」が、福島県南相馬市で下記のとおり開催されます。

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
　　　　認定NPO法人クラブネッツ
主　管：NPO法人はらまちクラブ
日　時：平成26年5月17日（土）、18日（日）
会　場：ロイヤルホテル丸屋ほか
参加者：全日程参加できる方
参加予定人数：600名（先着順）

▼ 詳細はこちらから（パンフレット・申込方法等）
http://npoharamachiclub.jp/sportsclub/

なお、第10回全国スポーツクラブ会議については、本会において開催を公募しました。

▼ 詳細はこちらから
http://www.japan-sports.or.jp/local/news/tabid/84/Default.aspx?itemid=2652

◎総合型地域スポーツクラブ交流大会in徳島　＊開催は終了しています
徳島県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会では、総合型クラブ間の交流を目的にソフトバレーボール大会を開催
しました。
全国の総合型クラブが対象となっており、交流パーティー等も盛大に行われました。

日　時：平成26年3月1日(土)
　　　　　①クラブのプログラム体験　②ソフトバレーボール交流練習会　③交流パーティー
　　　　平成26年3月2日(日)
　　　　　ソフトバレーボール交流大会
場　所：徳島県鳴門市・徳島市 他

▼ 当日の様子の一部は＜連載＞「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.17で紹介しています。
http://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/data/kurabuikusei/MailMagazine/H26/
3.SCPR_scnet_kyougikai_tokushima.pdf

◎NPO法人クラブネッツ「第1回総合型地域スポーツクラブ組織基盤強化セミナー」　＊開催は終了しています
NPO 法人クラブネッツでは、総合型地域スポーツクラブの「認定 NPO 法人」へのランクアップを支援するため、「総
合型地域スポーツクラブ組織基盤強化セミナー」を開催しました。

○福岡県会場
　日　時：平成25年9月21日(土)13：00 ～ 17：30
　場　所：アクシオン福岡 第 4 研修室（福岡県福岡市）

http://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/data/kurabuikusei/MailMagazine/H26/3.SCPR_scnet_kyougikai_tokushima.pdf


◎総合型地域スポーツクラブ育成プラン2013
日本体育協会では、これまでに寄せられた総合型クラブ関係者の意見や現状における緊急度の高い課題などを踏ま
え、今後概ね5年を目途とする取り組みについて整理し、平成25(2013)年7月に「総合型地域スポーツクラブ育
成プラン2013(育成プラン2013)」を策定・公表しました。
今後、本会では「育成プラン2013」に基づき、総合型クラブ育成事業を取り進めていくこととなります。
「育成プラン2013」の内容については、本会HP上に公開中ですので、まだご覧になっていない方は、ぜひご一読
ください。

報告書等情報

INDEXへ ▲

6

○北海道会場
　日　時：平成25年10月5日(土)13：00 ～ 17：30
　場　所：ホテルサンルート札幌 宗谷（北海道札幌市）
○石川県会場
　日　時：平成25年10月26日(土)13：00 ～ 17：30
　場　所：NPO 法人クラブパレット スタジオ（石川県かほく市）

定　員：各会場 50 名、参加費：3,000円、情報交換会費：4,000円

▼ 参考：NPO法人クラブネッツHP
http://www.clubnetz.or.jp/

◎日本体育・スポーツ経営学会研究集会　＊開催は終了しています
日本体育・スポーツ経営学会では「子どもとスポーツ」や「総合型クラブ」をテーマに研究集会を開催しました。

○第46回研究集会
「『子どもが育つ環境づくり』」を考える」
日　時：平成25年12月21日(土)13:00 ～ 17:00
場　所：大阪教育大学附属高等学校平野校舎

○第47回研究集会
「『子どもが育つ環境づくり』」を考える」
「地域スポーツクラブの成長モデルと評価指標を考える」
日　時：平成26年1月25日(土)13：00 ～ 17：30
会　場：筑波大学東京キャンパス文教校舎134教室

▼ 日本体育・スポーツ経営学会のHP
http://www.jsmpes.jp/

◎NPO法人クラブネッツセミナー「ドイツと日本におけるスポーツクラブの未来」　＊開催は終了しています
NPO法人クラブネッツでは、地域スポーツクラブ先進国であるドイツからスポーツクラブ関係者を招き、日本のス
ポーツクラブが目指すべき将来像について考えるセミナーをセミナーを開催しました。

日　　時：平成26年3月15日(土)10:20 ～ 16:40　※17:00 ～ 19:00　懇親会
場　　所：日本大学文理学部　百周年記念館　国際会議場
参 加 費：6,000円
懇親会費：3,000円

▼ 参考：NPO法人クラブネッツHP
http://www.clubnetz.or.jp/
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▼ 「総合型地域スポーツクラブ育成プラン2013」(全文)
http://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/data/kurabuikusei/doc/club_ikusei_plan2013.pdf

▼ 「総合型地域スポーツクラブ育成プラン2013」について（本会HP)
http://www.japan-sports.or.jp/local/tabid/394/Default.aspx

▼ 「総合型地域スポーツクラブ育成プラン2013」内容紹介（公式メールマガジン特別企画）
http://www.japan-sports.or.jp/local/tabid/759/Default.aspx#list7a

◎クラブマネジメント指導者海外研修事業報告書（平成24年度）
平成24 年度日本体育協会クラブマネジメント指導者海外研修事業の報告書が作成されました。
この事業は、toto助成事業として実施され、平成24 年度で4回目となります。
15名の日本派遣団員が、平成24 年10月16日～ 22日の間、ドイツを訪問し、地域スポーツクラブに関する講義・
視察による研修を行いました。

▼ クラブマネジメント指導者海外研修事業
http://www.japan-sports.or.jp/local/tabid/840/Default.aspx

◎スポーツ指導における暴力根絶に向けた日本体育協会の取り組み
平成25年は、高校運動部活動における体罰問題や柔道ナショナルチームにおける暴力行為等、スポーツ指導現場
における暴力行為やパワーハラスメント等が数多く報道されました。
日本体育協会では、今般の事態を真摯に受け止め、本会加盟団体をはじめとする皆さんと連携・協力し、スポー
ツ指導現場における暴力行為の根絶に向けた取り組みとして、以下のメッセージを発信しました。

▼ スポーツ指導現場に対する張会長メッセージ
http://www.japan-sports.or.jp/index/news/tabid/92/Default.aspx?itemid=2692

▼ スポーツ指導現場における暴力根絶について～公認スポーツ指導者の皆様へのメッセージ
http://www.japan-sports.or.jp/coach/news/tabid/81/Default.aspx?itemid=2586

▼ 加盟（準加盟及び協力）団体へのスポーツ指導における暴力根絶への対応に関する通知について
http://www.japan-sports.or.jp/index/news/tabid/92/Default.aspx?itemid=2584

▼ 「指導者のためのスポーツジャーナル」 2009 年冬号特集 『さよなら、体罰』
http://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/data/katsudousuishin/doc/sportsjournal2009winter.pdf

▼ 公益財団法人日本体育協会及び加盟団体における倫理に関するガイドライン
http://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/data0/about/pdf/plan02.pdf

▼ スポーツ指導における暴力根絶へ向けて ～文部科学大臣メッセージ～
http://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/data/koho_kyanpen/news/20130207daizinmessage.pdf

◎スポーツ界における暴力行為根絶宣言
去る平成25年4月25日、日本体育協会、日本オリンピック委員会、日本障害者スポーツ協会、全国高等学校体
育連盟および日本中学校体育連盟は「スポーツ界における暴力行為根絶に向けた集い」を開催し、「暴力行為根絶宣
言」を採択しました。

▼ 宣言文はこちらから
http://www.japan-sports.or.jp/index/news/tabid/92/Default.aspx?itemid=2636
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◎スポーツ指導者のための倫理ガイドライン
スポーツの意義や価値が改めて問われている昨今、日本体育協会では、スポーツ指導者の望ましい考え方や行動
についてガイドラインを策定しました。
本ガイドラインでは「スポーツの価値」「プレーヤーズファースト」「フェアプレー」の視点から、安全で、正しく、楽し
いスポーツ活動をサポートするためのプレーヤーと指導者の望ましい関係づくりについて解説しています。
また、暴力やハラスメントなどの反倫理的行為が起きる背景や影響、指導者としての注意点なども網羅しています。
総合型クラブの現場で活動されているスポーツ指導者をはじめ、運営スタッフやクラブ会員の保護者などスポーツに
関わる皆さまに読んでいただき、本ガイドラインの趣旨を共有することで、スポーツ界から反倫理的行為を根絶する
ための一助となれば幸いです。

▼ スポーツ指導者のための倫理ガイドライン
http://www.japan-sports.or.jp/publish/tabid/677/Default.aspx#book06

◎熱中症予防ガイドブックが新しくなりました！
スポーツ活動中の熱中症事故がふたたび増加の傾向にあります。
予防原則から緊急時の対処法まで、現場での実用性がより高い内容に改訂された「スポーツ活動中の熱中症予防
ガイドブック」。 ぜひともご活用ください。

▼ スポーツ活動中の熱中症予防ガイドブック
http://www.japan-sports.or.jp/publish/tabid/776/Default.aspx#guide01

◎健幸華齢のためのエクササイズ
本書は、本会が平成 21 ～ 23 年度に取り組んだ「高齢者の元気長寿支援プログラム開発に関する研究」プロジェ
クトの知見を盛り込み、人類の健幸華齢 ( 健康＋幸福＋元気長寿 )の実現に向けた具体的なエクササイズなどを分
かりやすく紹介した冊子です。
「健幸華齢」とは、疾病や心身の機能低下と上手に付き合いながら豊かで張りのある老年期が送れることを意味する
用語「サクセスフル・エイジング」をさらに発展させた用語として本書で提唱しています。本書で特徴的な点は、健
康エクササイズのあり方の他、認知症予防のための手先を使った手軽なエクササイズ、良質の睡眠を得るための心
得、快眠につながる入浴法、快便につながる食生活やエクササイズなどを含めていることです。
さらには、クラブで行う健康運動教室などで活用できる実践的なエクサイズを、写真やイラストを用いて丁寧に紹
介しています。ぜひお買い求めください！！

仕様：B5 版／ 158ページ
本体価格：2,000円（税別）

▼ ご注文はこちらから
http://www.sunlife.net/publication/health_promotion/exercise/

◎スポーツ指導者育成事業推進プラン2013
日本体育協会では、スポーツ指導者育成事業の今後概ね5年間の方針を示した「スポーツ指導者育成事業推進プ
ラン2013」を公表しました。
これは本会が目指す「スポーツ立国の実現」のため、スポーツ指導者のさらなる量的拡大と質的向上を目的とするも
のです。本プランでは有資格指導者の拡充など4つの基本方針とそれに基づく重点施策を策定し、施策ごとに数
値目標を設定しました。
本会では今後、プランに示された目標の達成を通して、望ましい社会の実現に貢献するため各種施策を推進してい
きます。
本プランの内容については、本会HP上に公開中ですので、ぜひご覧ください。

▼ 「スポーツ指導者育成事業推進プラン2013　－『スポーツ立国の実現』に向けて－」(全文)
http://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/data/katsudousuishin/doc/plan01.pdf



日本体育協会では、「フェアプレイ」が社会に浸透することを目指し、「フェアプレイで日本を元気にキャンペーン」を
実施しています。平成25年度は以下の内容をお知らせしました。

◎フェアプレイ宣言者　10,000人を突破！！

▼ 詳しくはこちらから
http://www.japan-sports.or.jp/index/news/tabid/92/Default.aspx?itemid=2595

◎「フェアプレイで日本を元気にキャンペーン特別セミナー」を開催
2020年オリンピック・パラリンピックの東京での開催が望まれていた平成25年6月に、「フェアプレイ」が日本中
に浸透することを目指し、その価値を多くの方と共有することを目的に特別セミナーを開催しました。

日時：平成25年6月23日(日)13時開演
会場：渋谷区文化総合センター大和田　さくらホール

▼ 開催報告はこちらから
http://www.japan-sports.or.jp/index/news/tabid/92/Default.aspx?itemid=2658

◎「フェアプレイで日本を元気に」キャンペーン公式Facebookを開始
本キャンペーンをより多くの方に知っていただくために本キャンペーンの公式Facebookを立ち上げました！
Facebookをご利用の方は、ぜひ本Facebookページにアクセスいただき、「いいね！」や「シェア」を押していただ
くなど、本キャンペーンのPRにご協力をお願いします。

▼ 「フェアプレイ日本を元気に」キャンペーン公式Facebook
https://www.facebook.com/JASA.fairplay

上記の他、平成25年度には数多くのアスリートにフェアプレイ宣言いただいた様子もお知らせしています。

▼ 「私もフェアプレイ宣言しました」
http://www.japan-sports.or.jp/portals/0/data0/fair/people/index.html

「フェアプレイ」キャンペーン情報
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▼ 本会が現在実施しているスポーツ指導者育成事業について
http://www.japan-sports.or.jp/coach/tabid/63/Default.aspx

◎スポーツ指導者の資質能力向上のための有識者会議（タスクフォース）報告書
文部科学省では、スポーツ指導において暴力を行使する事案が明らかになったことを受け、「スポーツ指導者の資質
能力向上のための有識者会議(タスクフォース)」を設置し「新しい時代にふさわしいスポーツの指導法」のあり方に
ついて検討を行ってきました。
このたび、本タスクフォースの報告書がまとまり、公表されました。
我が国のスポーツ指導の場から今後、暴力が一掃されるよう、皆さまのご協力をお願いします。

▼ スポーツ指導者の資質能力向上のための有識者会議(タスクフォース)報告書
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/sports/017/toushin/1337250.htm

また、本報告書については書籍としても販売されておりますので、ぜひお買い求めください。

▼ 私たちは未来から「スポーツ」を託されている新しい時代にふさわしいコーチング
http://www.mext.go.jp/b_menu/shuppan/sonota/detail/1341273.htm



◎総合型地域スポーツクラブ「キャッチコピー」コンテスト
SC全国ネットワーク(総合型地域スポーツクラブ全国協議会)が平成25年度に設立5周年を迎えることから、総
合型地域スポーツクラブ「キャッチコピー」コンテストを行いました［募集期間：平成25年5月1日(水) ～ 9月
20日(金)］。
全国の総合型クラブから312点の応募が寄せられ、審査の結果、最優秀作品1点、優秀作品2点を決定しました！！

▶ http://www.japan-sports.or.jp/local/tabid/907/Default.aspx

◎「スポーツ界における暴力行為根絶に向けたスローガン（標語）」の募集
平成25年4月25日、日本体育協会、日本オリンピック委員会、日本障害者スポーツ協会、全国高等学校体育連
盟および日本中学校体育連盟は「スポーツ界における暴力行為根絶に向けた集い」を開催し、「暴力行為根絶宣言」
を採択しました。
この宣言をスポーツに関わる人すべてに周知するとともに、今後、わが国のスポーツ現場における暴力行為を根絶し、
アスリートや障がい者を含む子どもから高齢者までの各層の国民が安心して主体的にスポーツに取り組み、スポー
ツ文化を豊かに享受できる環境を構築することを目的にスローガン（標語）を募集しました［募集期間：平成25年
5月10日（金）～ 5月31日（金）］。
1,479点の応募作品の中から、最優秀賞作品（1点）と優秀賞作品（5点）を決定しました。

▶ http://www.japan-sports.or.jp/index/news/tabid/92/Default.aspx?itemid=2663

◎2020年オリンピック・パラリンピック競技大会東京招致について
皆さまご承知の通り、去る平成25年9月7日(日本時間：8日)に、2020年オリンピック・パラリンピック競技
大会の開催都市が東京に決定しました！
本メールマガジンにおいても、「東京2020オリンピック・パラリンピック招致委員会」による招致活動の様子をお知
らせしてきました。
平成26年度以降も2020年東京オリンピック・パラリンピックに関する情報を随時提供してまいります。

▼ 2020年オリンピック・パラリンピック東京招致の成功について(本会会長 張富士夫のコメント[本会HP]）
http://www.japan-sports.or.jp/index/news/tabid/92/Default.aspx?itemid=2696

上記の他、平成25年度には数多くのアスリートにフェアプレイ宣言いただいた様子もお知らせしています。

▼ (一財)東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会HP
http://tokyo2020.jp/jp/index.php

その他
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多くの総合型クラブ関係者の方々にもフェアプレイ宣言していただき、平成26年3月時点でフェアプレイ宣言者が
40,000名を超えています！
これからも「フェアプレイ」を広げるためにキャンペーン活動を続けてまいりますので、皆さんのご協力をお願いし
ます！






