
公式メールマガジン 平成26年度 総集編　〈5. 助成金情報〉

� INDEXへ

1　クラブ運営お役立ちツール……………………… 2

2　公認スポーツ指導者資格情報…………………… 2

3　日本体育協会主催事業…………………………… 2

4　セミナー等情報…………………………………… 4

5　報告書等情報……………………………………… 6

6　日本体育協会書籍情報…………………………… 7

7　「フェアプレイ」キャンペーン情報……………… 8

8　その他……………………………………………… 8

INDEX

スポーツ振興くじ助成事業

総合型地域スポーツクラブ
公式メールマガジン

平成26年度  総集編

5. お知らせ



公式メールマガジン 平成26年度 総集編　〈5. 助成金情報〉

� INDEXへ

クラブ運営お役立ちツール

日本体育協会では、総合型地域スポーツクラブの運営をより効果的で、効率良いものにするため、2つのツー

ルを作成しました。将来のクラブ運営に何が必要なのかを知るためのヒントになるはずです。ぜひ一度ご活用

ください。

≪クラブ運営の自己評価・点検ツール≫

●「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

≪労力半分、効果は2倍！になる広報ガイド≫

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

公認スポーツ指導者資格情報

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！
公認クラブマネジャー資格については、総合型クラブなどにおいて、クラブ会員が快適なスポーツライフ（ク

ラブライフ）を送ることができるよう、経営資源を適切に確保し、円滑に活用するために必要なマネジメント

能力を有する人材を養成しています。

公認アシスタントマネジャー資格については、総合型クラブなどにおいて、クラブ会員が充実したクラブライ

フを送ることができるよう、クラブマネジャーを補佐し、クラブ運営のための諸活動をサポートする方を対象

としています。

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

●アシスタントマネジャー
▶ http://www.japan-sports.or.jp/coach/tabid/220/Default.aspx

▽日本体育協会が養成するスポーツ指導者資格一覧

▶ http://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/data/katsudousuishin/doc/H26% 20shikaku-gaido.pdf

日本体育協会主催事業 

●総合型地域スポーツクラブ ヒューマンエラー防止研修会　※開催は終了しています

本会では平成21年度から平成25年度まで47都道府県にて「リスクマネジメント研修会」を開催してきました。こ

の度、リスクマネジメントに関する法的知識や技能の習得に加え、それを取り扱う際の「ヒューマンエラー（事故

や損害の原因となる人為ミス）」の防止が極めて重要であると捉え、これらの内容に係る研修会を開催いたします。

http://www.japan-sports.or.jp/publish/local/tabid/936/Default.aspx#02
http://www.japan-sports.or.jp/publish/local/tabid/936/Default.aspx#01
http://www.japan-sports.or.jp/coach/tabid/221/Default.aspx
http://www.japan-sports.or.jp/coach/tabid/220/Default.aspx
http://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/data/katsudousuishin/doc/H26%20shikaku-gaido.pdf
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日　　時：平成26年11月2日（日） 12:45 ～ 17:00

場　　所：TKPガーデンシティ京都（京都府京都市）

特記事項：この研修会は、公益財団法人日本体育協会公認スポーツ指導者の資格更新のための義務研修とな

ります。詳しくは下記開催要項をご覧ください。

▽開催要項

▶ http://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/data/kurabushien/07youko.pdf

▽日程表

▶ http://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/data/kurabushien/09nitteihyo.pdf

●ブロック別クラブネットワークアクション2014　※開催は終了しています

クラブが抱える諸課題を、参加者間で協議・検討し、課題解決の糸口を探るための情報共有ができる「ブロッ

ク別クラブネットワークアクション2014」を全国9ブロックにて行いました。すでに活動を行っている総合型ク

ラブだけでなく、クラブ創設の準備を行っている団体も参加が可能です。情報交換が行えるだけでなく、参加

者同士が顔を合わせ交流することで繋がりを構築し、クラブ育成・支援のためのネットワークの強化を図るこ

とができました。

▽各地の開催要項、参加申し込みについては、下記URLをご覧ください。

▶ http://www.japan-sports.or.jp/local/tabid/508/Default.aspx

●公認スポーツ指導者全国研修会開催　※開催は終了しています

「平成26年度公認スポーツ指導者全国研修会」を12月13日(土)に開催。今年度の研修会では、指導者はプレー

ヤーとどのように信頼関係を構築していくべきか、また、プレーヤーが生き生きと活動できる場をどう築きあ

げるか、という点に着目した内容を提供しました。

日　時：平成26年12月13日（土）　13:00 ～ 17:50（受付12:00 ～）

場　所：TKPガーデンシティ品川

▽当日スケジュール、参加申し込み方法等の詳細はこちらから

▶ http://www.japan-sports.or.jp/coach/tabid/239/Default.aspx

●平成26年度公認クラブマネジャー研修会　※開催は終了しています

公認クラブマネジャー研修会は、本会公認クラブマネジャーの資質の向上および公認クラブマネジャーの連携

を図ることを目的に毎年開催しています。

日　時：平成27年2月7日（土）　10:00 ～ 16:30

場　所：東京都内 

内　容：都内の総合型地域スポーツクラブ「スポルテ目黒」の活動状況についての説明、

　　　　「総合型地域スポーツクラブ育成プラン2013」に関連したワーク等。

▽詳細はこちら

▶ http://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/data/ikusei/doc/news/h26_kuramane.pdf

●生涯スポーツ・体力つくり全国会議2015　※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

http://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/data/kurabushien/07youko.pdf
http://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/data/kurabushien/09nitteihyo.pdf
http://www.japan-sports.or.jp/local/tabid/508/Default.aspx
http://www.japan-sports.or.jp/coach/tabid/239/Default.aspx
http://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/data/ikusei/doc/news/h26_kuramane.pdf
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ツ社会の実現に向けた機運の醸成を目的とし、開催されます。

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27年2月6日(金)　10:00 ～

会　場：ホテルメトロポリタン盛岡NEWWING（全体会・第1 ～ 4分科会・展示）

　　　　ホテルメトロポリタン盛岡（情報交換会）

▽開催要項、参加申し込み方法等の詳細はこちらから

▶ http://www.japan-sports.or.jp/event/tabid/200/Default.aspx

●第42回日独スポーツ少年団同時交流　団員・指導者募集要項
本事業は、日独両国のスポーツ少年団の優れた青少年および指導者の相互交流により友好と親善を深め、国

際的な能力を高めると共に、両国の青少年スポーツの発展に寄与することを目的に、昭和49（1974）年から継

続して実施しており、これまで両国あわせて1万人以上もの青少年の交流を行ってきています。

▶ http://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/data/syonendan/doc/42_bosyuu_2.pdf

お申し込みされる場合は、所属の市区町村スポーツ少年団、 都道府県スポーツ少年団からの推薦が

必要になります。応募の詳細につきましては所属の市区町村スポーツ少年団へお問い合わせください。

▽今年度の開催報告はこちら

▶ http://www.japan-sports.or.jp/club/news/tabid/83/Default.aspx?itemid=2876

セミナー等情報

●特定非営利活動法人 日本スポーツボランティアネットワーク主催 公開講座
※開催は終了しています

テーマ：「取材を通じて体験した、パラリンピック4大会のボランティアたち」

登壇者：星野 恭子 氏（フリーライター）

日　時：平成26年6月28日（土）　14:00 ～ 15:30

場　所：港区スポーツセンター

▽詳細はこちらから

▶ http://kokucheese.com/event/index/161947/

●東京都広域スポーツセンター主催 地域スポーツクラブシンポジウム
※開催は終了しています

特別講演：元スターバックスCEOが語るミッション・ビジョン・パッション

講　師：岩田 松雄 氏（元スターバックスコーヒージャパン（株）最高経営責任者）

ワークショップ：「原点と未来」を共有する

講　師：高岸 祐幸 氏（一般社団法人 あきる野総合スポーツクラブ「ASport（アスポルト）」理事長）

　　　 徳田 太郎 氏（つくば市民大学 代表幹事）

日　時：平成26年6月28日（土）　13:00 ～ 16:30

場　所：東京体育館

http://www.japan-sports.or.jp/event/tabid/200/Default.aspx
http://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/data/syonendan/doc/42_bosyuu_2.pdf
http://www.japan-sports.or.jp/club/news/tabid/83/Default.aspx?itemid=2876
http://kokucheese.com/event/index/161947/
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●東京都広域スポーツセンター主催 地域スポーツクラブマネジメントセミナー
※開催は終了しています

テーマ：「活動場所の有効活用」

講　師：小内 清子 氏（港区総合型地域スポーツ・文化クラブ六本木 事務局長）

　　　　津野 晃 氏（よってかっしぇクラブ副会長）

日　時：平成26年8月27日（水）　18:30 ～ 20:30

場　所：東京体育館 第2会議室

テーマ：「人材の活用とみんなが参加する意思決定方法」

講　師：水野 基樹 氏（順天堂大学スポーツ健康科学部 准教授）

日　時：平成26年9月10日（水）　18:30 ～ 20:30

場　所：東京体育館 第2会議室

●特定非営利活動法人 日本スポーツボランティアネットワーク主催
　スポーツボランティア研修会　※開催は終了しています

講演内容：「スポーツボランティアについて」「 コミュニケーションスキルについて」

講　師：宇佐美 彰朗 氏（日本スポーツボランティア・アソシエーション 理事長、東海大学 名誉教授）

　　　　東 正樹 氏（スポーツボランティア東京 代表、総合子供の遊び情報研究所 代表）

日　時：平成26年8月10日(日)　13:00 ～ 16:00

場　所：岡山大学（岡山県岡山市北区津島中2-1-1）

受講資格：中学生以上

▽詳細はこちらから

▶ http://blog.canpan.info/jsvn/archive/13

●ヤマハ発動機スポーツ振興財団シンポジウム　※開催は終了しています

テーマ：「日本のパラリンピック選手強化の現状と課題」

日　　時：平成26年12月13日（土）　14:00 ～ 16:00

場　　所：大手町ファーストスクエアカンファレンス（東京駅丸の内北口出口より徒歩4分）

▽詳細はこちらから

▶ http://www.ymfs.jp/

●第11回スポーツ仲裁シンポジウム　※開催は終了しています

テーマ：「スポーツ仲裁とグッド・ガバナンス」

日　時：平成26年12月8日（月）　10:30 ～ 13:00

場　所：大手町サンケイプラザ4階ホール（東京駅丸の内北口出口より徒歩7分）

▽詳細はこちらから

▶ http://www.jsaa.jp/sympo/sympo11.html

http://blog.canpan.info/jsvn/archive/13
http://www.ymfs.jp/
http://www.jsaa.jp/sympo/sympo11.html
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●地域スポーツクラブにおけるダイバーシティ・マネジメント　※開催は終了しています

日本体育・スポーツ経営学会では、これまで4回にわたり「総合型地域スポーツクラブ経営の本質を問う」と題

した研究集会を開催しています。今年度の第50回研究集会では、その第5弾として、「地域スポーツクラブに

おけるダイバーシティ・マネジメント」をサブテーマとして“多様性”に焦点を当て、クラブ経営の本質に迫り

ました。

日　時：平成27年1月24日（土）13：00 ～ 17：30　［受付］12：30 ～

場　所：早稲田大学 東伏見キャンパス79号館（STEP22）205教室（西武新宿線 東伏見駅下車 南口よりすぐ）

▽詳細はこちらから

▶ http://www.jsmpes.jp/2014/11/50.html

●笹川スポーツ財団「スポーツライフ・データ2014刊行記念セミナー」
※開催は終了しています

成人のスポーツの現状を明らかにしている「スポーツライフ・データ」。笹川スポーツ財団では、その最新刊

「2014年版」の発行にあたり記念セミナーを開催しました。セミナー後は参加者同士による立食の情報交換会

も行われました。

日　時：2015年3月6日（金）　18：30 ～ 20：30

場　所：アーク森ビル37階クラブルーム（東京都港区赤坂1-12-32　アーク森ビルイーストウィング37階）

▽詳細はこちらから

▶ http://www.ssf.or.jp/event/symposium/150306.html

報告書等情報

●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、「総合型地域スポーツクラブ育成プラン2013

（育成プラン2013）」として取りまとめました。今後、本会では「育成プラン2013」にもとづき、総合型クラブ育

成事業を進めていくことになります。

▽「育成プラン2013」に関する詳しい内容はこちらから

▶ http://www.japan-sports.or.jp/local/tabid/840/Default.aspx

「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
▶ 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
▶ http://www.japan-sports.or.jp/local/tabid/759/Default.aspx#list7

http://www.jsmpes.jp/2014/11/50.html
http://www.ssf.or.jp/event/symposium/150306.html
http://www.japan-sports.or.jp/local/tabid/840/Default.aspx
http://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/data/kurabuikusei/doc/club_ikusei_plan2013. pdf
http://www.japan-sports.or.jp/local/tabid/394/Default.aspx
http://www.japan-sports.or.jp/local/tabid/759/Default.aspx#list7
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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報告書
地域スポーツクラブ先進国のドイツを訪れ、クラブ発展の意義や歴史、クラブ運営のノウハウや育成システム

などを学ぶことを目的に、平成21年度よりスタートした「クラブマネジメント指導者海外研修事業」。スタート

時より毎年、ドイツ連邦共和国ノルトライン・ヴェストファーレン州で開催され、5度目となった昨年度(平成

25年度)は10月27日から11月3日まで、15名が派遣されました。

▽クラブマネジメント指導者海外研修事業の報告書などはこちらから

▶ http://www.japan-sports.or.jp/local/tabid/840/Default.aspx

●公益財団法人 日本スポーツ仲裁機構発行「 ガバナンスガイドブック」
トラブルのないスポーツ団体運営のために必要な「ガバナンス」の基礎知識、現状把握のためのチェックリスト、

様々な「ガバナンス」に係る事例が紹介されています。

ぜひクラブ運営にお役立てください。

▽詳細はこちらから

▶ http://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/data/kurabushien/governance.pdf

日本体育協会書籍情報

●現代スポーツは嘉納治五郎から何を学ぶのか
　─オリンピック・体育・柔道の新たなビジョン

「日本体育協会創成期における体育・スポーツと今日的課題—嘉納治五郎の成果と今日的課題（2010年度～ 

2013年度）」というプロジェクト研究の成果を基に出版されました。嘉納治五郎の思想と実践を辿りながら、

現代スポーツのあり方を再考するとともに、2020年東京オリンピック・パラリンピックを見据えた組織的、制

度的な構造改革ビジョンを描いた意欲作です。

▽詳細はこちらから

▶ http://www.japan-sports.or.jp/publish/tabid/777/Default.aspx#kanren08

●熱中症予防ガイドブック
スポーツによる熱中症事故は、適切に予防さえすれば防げるものです。日本体育協会では、熱中症予防の原

則を「熱中症予防5ケ条」としてまとめ、熱中症事故をなくすための呼びかけを行っています。

以下のページを是非ご覧いただき、改めて熱中症予防のポイントをご確認ください。

▽詳細はこちらから

▶ http://www.japan-sports.or.jp/medicine/tabid/523/Default.aspx

http://www.japan-sports.or.jp/local/tabid/840/Default.aspx
http://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/data/kurabushien/governance.pdf
http://www.japan-sports.or.jp/publish/tabid/777/Default.aspx#kanren08
http://www.japan-sports.or.jp/medicine/tabid/523/Default.aspx
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� INDEXへ

「フェアプレイ」キャンペーン情報

日本体育協会は、社会におけるスポーツの価値をもっと高めていくこと、スポーツの力で日本を元気にするこ

とを目的に、「フェアプレイで日本を元気にキャンペーン」を推進しています。

▶ http://www.japan-sports.or.jp/portals/0/data0/fair/people/index.html

まだ「フェアプレイ宣言」をしていない方は、ぜひ以下のURLへアクセスし、「フェアプレイ宣言」を行ってくだ

さい。目標は2016年までに100万人。私たちの今の行動が、5年先、10年先の日本につながります。

▶ http://www.japan-sports.or.jp/portals/0/data0/fair/index.html

「フェアプレイニュース」「スポーツニュース」
▶ http://www.japan-sports.or.jp/portals/0/data0/fair/news/index.html

●「日本フェアプレイ大賞」創設！
このたび、広く日常のスポーツにおける「フェアプレイ・ストーリー」を募集し、人々に最も感動を与える「フ

ェアプレイ・ストーリー」を表彰します。平成26年6月30日（月）から募集開始です。

▽詳しくはこちら

▶ http://www.japan-sports.or.jp/index/news/tabid/92/Default.aspx?itemid=2830

その他

ドイツ連邦共和国ライン・ノイス郡代表団が、本会を表敬訪問！
ドイツ連邦共和国ノルトライン・ヴェストファーレン州ライン・ノイス郡の代表団が3月12日、本会を表敬訪

問しました。ライン・ノイス郡は、本会が実施する「クラブマネジメント指導者海外研修事業」の受け入れ先と

して、事業スタート時（平成21年度）よりご協力をいただいています。

▽当日の模様はこちらから

▶ http://www.japan-sports.or.jp/local/news/tabid/84/Default.aspx?itemid=2785

第16回秩父宮記念スポーツ医・科学賞の受賞者が決定！
去る3月26日、グランドプリンスホテル新高輪で表彰式が催されました。小林寛道氏(東京大学名誉教授)が功

労賞を、黒須充氏(福島大学教授)を中心とした総合型地域スポーツクラブ育成支援に関する実践的研究グルー

プの方々が奨励賞をそれぞれ受賞しました。

▽詳しくはこちらから

▶ http://www.japan-sports.or.jp/index/news/tabid/92/Default.aspx?itemid=2794
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