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このメールマガジンは、スポーツ振興くじ（toto）助成金を受けて配信しています。

スポーツ振興くじ（toto）についてはこちらから

日本スポーツ振興センター HP：http://www.jpnsport.go.jp/
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▶ 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

　◎ブロック別クラブネットワークアクション2014開催

スポーツ振興くじ助成事業

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、 　　　　　　　　をご確認ください。

【現在の登録件数】　5,306件

お時間がない方はこちらをクリック！
▶ http://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/data/kurabushien/2.summary.pdf

動かせ心、つなげ人、地域の輪になるスポーツクラブ
（総合型地域スポーツクラブ　キャッチコピー）

http://www.jpnsport.go.jp/
http://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/data/kurabushien/2.summary.pdf
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▶ セミナー情報

　◎ヤマハ発動機スポーツ振興財団シンポジウム開催「日本のパラリンピック選手強化の現状と課題」

▶ （日体協監修）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

▶ 公認スポーツ指導者資格情報

　　◎公認クラブマネジャー資格について

　　◎平成26年度公認アシスタントマネジャー養成コース実施予定団体一覧

▶ 報告書等情報

　◎総合型地域スポーツクラブ育成プラン2013

　◎ガバナンスガイドブック（公益財団法人日本スポーツ仲裁機構 発行)

▶ クラブ運営お役立ちツール

　◎自立・自律に向けたチェックリスト

　◎クラブのらくらく広報

▶ 「フェアプレイ」キャンペーン情報

《特集》 クラブの運営業務を分担しよう1
各クラブにおいては、特定のスタッフ・役員に負担が偏らないよう、運営に関わる様々な業務を適

切に分担する体制が必要です。また、運営体制をクラブ内で定期的に検証することで更なる運営業

務の効率化を図ることができます。

今回は、このような分業体制を整備し、より効率的かつ効果的な工夫をされているクラブの具体例

を紹介します。

思い切った人事＆役員改革でクラブが急成長　どんぐりクラブ屋台村（広島県山県郡）
▶ http://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/data/kurabushien/SC_donguriclub.pdf

県内クラブ唯一の役職「会員管理担当」　さらスポーツクラブ（香川県高松市）
▶ http://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/data/kurabushien/SC_saraSC.pdf

役割の明確化でスタッフの当事者意識が向上

しまもとバンブークラブ（大阪府三島郡島本町）
▶ http://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/data/kurabushien/SC_shimamoto.pdf

http://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/data/kurabushien/SC_donguriclub.pdf
http://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/data/kurabushien/SC_saraSC.pdf
http://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/data/kurabushien/SC_shimamoto.pdf
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総合型クラブを創設・運営していく上で重要となる“根幹の再確認”をテーマとした本連載。

第2弾は「目標の設定および計画の策定」を振り返ります。日本体育協会地域スポーツクラブ育成専

門委員会中央企画班員の中西純司氏による解説とともに、現場の声や実際のクラブでの取り組みを

ご紹介します。

Part1　クラブによる自主･自立（律）に向けた取り組み

　　　　「目標の設定及び計画の策定」を振り返る
▶ http://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/data/kurabushien/plan2013_2.pdf

▽総合型地域スポーツクラブ育成プラン2013はこちらから

◆目標の設定及び計画の策定（P18,19）
▶ http://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/data/kurabuikusei/doc/club_ikusei_plan2013.pdf

《新連載》 『総合型地域スポーツクラブの根幹を振り返ろう』  Part2
クラブによる自主･自立（律）に向けた取り組み

「目標の設定及び計画の策定」を振り返る2

2014年度 近畿ろうきんNPOアワード（近畿ろうきん）
「子育て支援活動」を進めるNPO団体やボランティア団体への助成です。

[申込期間：平成26年12月1日（月）〜平成27年1月30日（金）必着（郵送にて申請）]

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

平成27年度子どもゆめ基金／子ども向け教材開発・普及活動

（独立行政法人 国立青少年教育振興機構）
子どもの体験活動や読書活動を支援・補完することを目的として、インターネット等を通じて提供すること

ができる教材の開発・普及活動に対する助成です。

[申込期間：平成26年10月1日（水）〜 11月19日（水）17時まで

　※郵送の場合当日消印有効（HPより電子申請システムもしくは郵送による申請）]

▶ http://yumekikin.niye.go.jp/jyosei/kyozai_boshu.html

平成27年度スポーツ普及奨励助成事業（公益財団法人 スポーツ安全協会）
営利団体を除く法人格を有するスポーツ・レクリエーションなど生涯スポーツ関係団体への助成です。

[申込期間：平成26年10月1日（水）〜平成27年1月23日（金）必着（郵送にて申請）]

▶ http://www.sportsanzen.org/index.html

助成金情報3

http://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/data/kurabushien/plan2013_2.pdf
http://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/data/kurabuikusei/doc/club_ikusei_plan2013.pdf
http://www.rokin.or.jp/npo/npo_award/
http://yumekikin.niye.go.jp/jyosei/kyozai_boshu.html
http://www.sportsanzen.org/index.html
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▼�� 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

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。

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。

※参加ご希望の方は、参加申込書に必要事項を記入し、地域スポーツ推進部クラブ支援課（FAX：

03-3481-2284）宛にFAXにて申し込みをお願いします。

▽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

▽参加申込書

▶ http://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/data/kurabushien/08mousikomi.pdf

ブロック別クラブネットワークアクション2014開催

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す。

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す。ぜひ、ご参加ください。

▽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

お知らせ4

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/Portals/0/data/kurabushien/08mousikomi.pdf
http://www.japan-sports.or.jp/local/tabid/508/Default.aspx
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▼�� セミナー情報 ▼�� 

ヤマハ発動機スポーツ振興財団シンポジウム開催

テーマ：「日本のパラリンピック選手強化の現状と課題」

パラリンピック選手強化の実態を明らかにし、現場の課題や要望に対し関係組織等がどのような取

組みを行うべきなのかを探るものです。

障がい者スポーツに携わる関係組織のみならず、すべてのスポーツ関係者がこのテーマにどう取り

組むことができるのかという視点からシンポジウムを下記のとおり開催いたします。

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）

申込締切：12月1日（月）

▽参加申し込みなど詳細については、10月22日(水)以降に下記URLをご参照ください。

▶ http://www.ymfs.jp/

▼�� （日体協監修）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。

▽主な内容、購入のお申込みについてはこちら

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

▼�� 公認スポーツ指導者資格情報 ▼�� 

公認クラブマネジャー資格について

公認クラブマネジャー資格は、総合型クラブなどにおいて、クラブの経営資源を有効に活用し、ク

ラブ会員が継続的に快適なクラブライフを送ることができるよう健全なマネジメントを行うことが

できる方を養成するものです。

▶ http://www.japan-sports.or.jp/coach/tabid/221/Default.aspx

http://www.ymfs.jp/
http://www.japan-sports.or.jp/publish/tabid/777/Default.aspx#kanren08
http://www.japan-sports.or.jp/coach/tabid/221/Default.aspx


第108号　平成26年10月20日発行

※平成26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が、カリキュラム等をご参

照のうえ、ぜひ受講をご検討ください。

平成26年度公認アシスタントマネジャー養成コース実施予定団体一覧

公認アシスタントマネジャー資格は、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

する方を養成するものです。

平成26年度の専門科目の実施予定団体はこちら！

▶ http://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/data/ikusei/doc/asimaneH26.pdf

※日時・会場などについては、各実施団体に直接ご確認ください。

※別途、共通科目を受講いただく必要があります。

▽公認アシスタントマネジャー資格について

▶ 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

▼�� 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となります。

▽「育成プラン2013」に関する詳しい内容はこちらから

◆全文PDF
▶ http://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/data/kurabuikusei/doc/club_ikusei_plan2013.pdf

◆概要紹介（日本体育協会ホームページ）
▶ http://www.japan-sports.or.jp/local/tabid/394/Default.aspx

◆メールマガジン連載記事
▶ http://www.japan-sports.or.jp/local/tabid/759/Default.aspx#list7

http://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/data/ikusei/doc/asimaneH26.pdf
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
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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公益財団法人 日本スポーツ仲裁機構が発行する「ガバナンスガイドブック」をご紹介します

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。

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

▽公益財団法人 日本スポーツ仲裁機構のホームページはこちらから

▶ http://www.jsaa.jp/

▼�� 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

▼�� 「フェアプレイ」キャンペーン情報 ▼�� 

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。

おもしろいし、ためになる！

「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

http://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/data/kurabushien/governance.pdf
http://www.jsaa.jp/
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/portals/0/data0/fair/news/index.html
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▶ http://www.japan-sports.or.jp/portals/0/data0/fair/

▶ 公式Facebook： https://www.facebook.com/JASA.fairplay

『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

▶ http://tokyo2020.jp/jp/index.php

　 （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

『2020年オリンピック・パラリンピックを日本で！』

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5,000の登録をいただいております。

このメールマガジンは、総合型クラブに少しでも関心のある方には、どなたでも無料でお送りして

います。ぜひ周りの方にも本メールマガジンをおススメください！

【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）・配信停止（退会）
▶ http://www.japan-sports.or.jp/local/tabid/516/Default.aspx

※メールアドレスを変更される場合は、上記ページで一度退会手続きをした後、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。

 公式メールマガジンへの登録をおススメください！ 

http://www.japan-sports.or.jp/portals/0/data0/fair/
https://www.facebook.com/JASA.fairplay
http://tokyo2020.jp/jp/index.php
http://www.japan-sports.or.jp/local/tabid/516/Default.aspx

