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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。 

 

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

【１】今月のクラブサポーター ～ＪＢＬ２所属「日立電線ブルドックス」～ 

【２】指定クラブ誕生キーパーソンズ 

            ～（仮称）大洲スポーツクラブ（愛媛県大洲市）～ 

【３】失敗に学ぶケース・スタディ 

           ～過疎化が進む地域で、設立の話し合いが進みません～ 

【４】「クラブ伝言板」投稿情報＆掲載情報大募集！ 

   ◆人材募集◆クラブマネジャー募集（ごうどスポーツクラブ・岐阜県） 

   ◆売ります◆大好評！ 川添なのはなクラブ（大分市）の日曜朝市 

   ◆そ の 他◆離島・過疎地の総合型クラブの情報をお聞かせください 

【５】心に響く言葉 ～一期一会～ （福士幸子 ＮＰＯ法人フォルダ）  

【６】クラブミーティング＆クラブ育成推進フォーラム開催報告 

●第１回ブロック別クラブミーティング開催報告 

            （北海道、関東、東海、近畿、中国、九州） 

●クラブ育成推進フォーラム（群馬） 

★お知らせ★ 

●クラブ育成推進フォーラム開催のご案内（島根 8/26、長野 9/11、静岡 9/22） 

●第１回全国スポーツクラブ会議（5/26・27）の報告書がまとまりました！ 

************************************************************************ 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【１】今月のクラブサポーター ～ＪＢＬ２所属「日立電線ブルドックス」～ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

■■■■■ 

■今月は、日本バスケットボールリーグ２部機構(ＪＢＬ２)に所属の「日立 

電線ブルドックス」。滑川ファミリースポーツクラブ（茨城県日立市）と連 

携を図り、中学校の部活動を支援する取組みを続けています。 

  きっかけは、クラブのプレ事業として依頼を受けたことが始まりです。 

  高い競技レベルの企業チームが、総合型クラブなど地域活動を支援する意 

義や動機は、どのようなものでしょうか？  



  また、総合型クラブに対して期待するものは何でしょうか？  

     （清水 透 滑川ファミリースポーツクラブ コーディネーター） 

 

▼文章全文と写真はこちらから▼ 

http://www.japan-sports.or.jp/local/news/newsDetail.asp?newsNo=105 

 

▼滑川ファミリースポーツクラブ「部活動支援」の概要はこちらから 

（メルマガ 16号）「わが街クラブの人気メニュー（企業城下町編）」 

  http://www.japan-sports.or.jp/local/news/newsDetail.asp?newsNo=79 

▼日立電線ブルドックス HP はこちらから 

  http://www.hitachi-cable.co.jp/basketball 

▼滑川ファミリースポーツクラブ HPはこちらから 

  http://www.namekawaclub.jp 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【２】指定クラブ誕生キーパーソンズ 

            ～（仮称）大洲スポーツクラブ（愛媛県大洲市）～ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◆◆◆◆◆ 

◆大洲スポーツクラブは、大洲商工会議所青年部のメンバーによって設立準 

備が進められています。「夢に挑み地域を愛する」という目標を掲げる企業 

家集団ですが、自社と地域経済の発展はもちろん、地域文化の伝承や創造活 

動にも力を注いでおり、７年前からサッカーなどスポーツイベントも開催し 

ていました。 

  「総合型クラブ」の記事を目にし、全国には多くの総合型クラブが設立さ 

れ活動していること、クラブ理念と青年部の理念は共通する箇所があること、 

未育成地域であることなどを知りました。自分達だからこそできる形につい 

て話し合い、総合型クラブについての勉強はもちろん、指導者や行政、団体 

の方へ想いを言葉にして説明することから始めました。「出来ることは何で 

もやってみよう」と、勇気と情熱をもって前進しています。 

           （報告：鶴岡良子 愛媛県クラブ育成アドバイザー） 

 

▼文章全文と写真はこちらから▼ 

http://www.japan-sports.or.jp/local/news/newsDetail.asp?newsNo=106 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【３】失敗に学ぶケース・スタディ 

          ～過疎化が進む地域で、設立の話し合いが進みません～ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

■■■■■ 

■【質問】人口が少なく過疎化が進み、若者も少なく高齢化率の高い地域で 

      す。総合型クラブ設立に向けて、既存スポーツ団体を中心に集ま 

http://www.japan-sports.or.jp/local/news/newsDetail.asp?newsNo=105
http://www.japan-sports.or.jp/local/news/newsDetail.asp?newsNo=79
http://www.hitachi-cable.co.jp/basketball
http://www.namekawaclub.jp/
http://www.japan-sports.or.jp/local/news/newsDetail.asp?newsNo=106


      り話し合いを始めていますが、理念は賛成でも、具体的な話にな 

      るとまとまらず先に進みません。「そもそも新しい団体が必要な 

      のか」と懐疑的です。このままでは設立できそうにありません。 

      どうしたらいいでしょうか？ 

 

【ケースの考え方】 

「総合型クラブ」の理念は受け入れられますが、それを地域で具現化しよう 

としたとき、今回のようなケースが見受けられます。今の状態でいいと思っ 

ている関係者の中からは、「新しい団体が必要なのか」と懐疑的な意見がで 

やすいことも事実です。 

  しかし、将来にわたり現在のしくみで地域のスポーツ環境が維持できるの 

かを念頭におき、10年後、20年後を考えたときにクラブが必要かどうか長期 

的な視野で考えなければなりません。「なぜクラブをつくるのか？」をもう 

一度考えてみましょう。住民から必要とされるクラブでなければ、総合型ク 

ラブを設立させる意味はないのです。 

   （大野登世 前山口県クラブ育成アドバイザー、元青年海外協力隊員） 

 

▼文章全文はこちらから▼ 

http://www.japan-sports.or.jp/local/news/newsDetail.asp?newsNo=107 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【４】「クラブ伝言板」投稿情報＆掲載情報大募集！ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◆人材募集◆クラブマネジャー募集（ごうどスポーツクラブ・岐阜県） 

（職 種 名）クラブマネジャー及びマネジャー候補 

（仕事内容）ごうどスポーツクラブの運営管理 

（勤 務 地）岐阜県安八郡神戸町 

（勤務時間）９：００～２１：００（シフト制による交代制：実働８時間） 

       夜間・土・日 出勤できる方、PC堪能の方求む 

（休  日）応相談 

（給与など）当クラブ規定 

       （経験・能力・実績を考慮の上、当クラブ規定により優遇） 

（応募方法）下記の採用窓口宛に履歴書および職務経歴書をご郵送下さい。 

        書類審査の上、ご連絡いたします 

（連 絡 先）特定非営利活動法人ごうどスポーツクラブ（担当 水野・小野） 

       URL：http://www.godo-sc.jp 

       〒５０３－２３０５ 安八郡神戸町大字神戸１２０２番地 

       TEL：0584-27-1171 E-mail：info@godo-sc.jp  

 

◆売ります◆大好評！ 川添なのはなクラブ（大分市）の日曜朝市 

毎週日曜日の８時～12時まで、川添公民館横駐車場で、採れたての野菜を販 

売する朝市「川添なのはな市場」を開催しています。 

http://www.japan-sports.or.jp/local/news/newsDetail.asp?newsNo=107
http://www.godo-sc.jp/


アグリークラブの会員が中心となり、自分の畑で心を込めて育てた新鮮な野 

菜がズラリと並びます。 

お近くにいらした際には、ぜひ気軽にお立ち寄りください！ 

お問い合わせ・連絡先；川添なのはなクラブ クラブマネジャー岩本とみ代  

TEL・FAX：097-529-2323 Email：kawanano@oct-net.ne.jp 

 

◆その他◆離島・過疎地の総合型クラブの情報をお聞かせください 

長崎県は、多くの離島を抱えております。 

その一つ対馬市で総合型クラブを立ち上げようとしております。 

検討している地域は面積約 75平方キロメートル、人口約 4,700人のところで 

す。少子化・過疎化のため、いくつかの小学校を含めた地区を対象に考えて 

いるのですが、広範囲に及ぶため児童の送迎等が問題点として上がっていま 

す。 

  同様の環境で、立ち上げたクラブ、あるいは立ち上げようとしているクラ 

ブで、参考となるような苦労話・工夫したお話があればお聞かせ下さい。 

長崎県文化・スポーツ振興部県民スポーツ課 

寺田 敏郎  t-terada@pref.nagasaki.lg.jp 

〒８５０－８５７０ 長崎県長崎市江戸町２－１３ 

ダイヤルイン 095-895-2781   ＦＡＸ095-829-2336 

 

◆「クラブ伝言板」へ情報をお寄せください！ 

クラブによるクラブのための情報交流「クラブ伝言板」。 

全国のクラブ同士が地域を超えて交流する機会を増やしたり、様々な資源の 

有効活用をはかったりします。 

  情報の掲載申込みは毎月 10日締切り、掲載は同月 20日になります。 

以下をふまえて、掲載希望内容を 200字以内でお寄せください。 

お待ちしております！ 

（１）イベント開催・・・イベント・セミナー等クラブ員以外の人が参加 

             できるもの 

（２）クラブ間交流・・・合宿や大会、キャンプなど、一緒に行いたいと 

             いうもの 

（３）人材募集・・・指導者やスタッフなど、「人」を探している場合 

（４）売ります・買います 

  （譲ります・譲ってください、貸します・貸してください）など 

 

▼文章全文はこちらから▼ 

http://www.japan-sports.or.jp/local/news/newsDetail.asp?newsNo=97 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【５】心に響く言葉  ～一期一会～ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

  クラブを運営していく上で、「一期一会」この言葉はかかせません。 

http://www.japan-sports.or.jp/local/news/newsDetail.asp?newsNo=97


  この世の中には偶然の出会いなんて一つもないのです。 

   

  仕事で参考になればとコーチング講座を受けています。ゴール設定のヒン 

トの問いに「そもそも、今の職場でどんなことを実現したいと思って入社し 

たの？」とありました。あらためて考える機会、答えは「多くの人と関わり、 

良いエネルギーを人や地域へ出していく。」でした。 

   

  順調なクラブ運営も非常に忙しく、自分を見失う時期がありました。苦し 

くて当時のクラブ育成アドバイザーさんにメールを出した事を忘れません。 

返信メールには「笑顔あふれる生活を！！」と綴られておりました。 

その一言で非常に気が楽になり、涙が止まらなかった事を覚えています。 

今でも私のパソコンの大切フォルダに入っており、折に触れ開けてみる大切 

なメッセージです。 

   

  そう、クラブを運営している側が笑顔でなければメンバーは集まって来な 

いのです。他世代の個性的なメンバー、フォルダに色々な期待を寄せて足を 

運んでくれます。普通に暮らしていたら出会えなかったであろう方々がクラ 

ブを通じて出会い、色々なプログラムやイベントを体験され、人に出会い、 

色々な刺激を受けて、それは劇的に変身されていきます。その変化を見た方 

がまたクラブに足を運ぶと言った流れが生まれています。 

 

人と人との出会い、決して偶然ではありません、全ての出会いが必然です。 

   

  人には無限の可能性があります。必然で出会ったメンバーの能力や可能性 

を引き出しつつ、自分も影響し、影響されメンバーとの信頼関係を築けてい 

けたら自然に素敵なクラブとなると信じています。 

  ドキドキワクワクの一期一会は続きます。 

          （福士幸子 ＮＰＯ法人フォルダ クラブマネジャー） 

 

▼ＮＰＯ法人フォルダの HP はこちらから 

http://folder.kitakamicity.com/top/top.htm 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【６】クラブミーティング＆クラブ育成推進フォーラム開催報告 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◆◆◆◆◆ 

◆全国でクラブミーティングやフォーラムが順次開催されています。 

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。 

各地の様々な取り組みや工夫を知ることができます。ぜひご覧ください！ 

 

●第１回ブロック別クラブミーティング開催報告 

  北海道：６月 24日（日）於：札幌市・北海道立体育センター きたえーる 

http://folder.kitakamicity.com/top/top.htm


  関 東：６月 30日（土）於：東京都・岸記念体育会館 

  東 海：７月１日（日）於：名古屋市・中日パレス 

  近 畿：７月８日（日）於：大阪市・マイドームおおさか 

  中 国：７月７日（土）於：岡山市・岡山県生涯学習センター 

  九 州：７月１日（日）於：宮崎市・宮崎県武道館 

 

▼開催報告はこちらから 

http://www.japan-sports.or.jp/local/event/cb_m.html 

 

●クラブ育成推進フォーラム 

全国９会場に先立ち、群馬県館林市において開催いたしました。 

館林市やその周辺市町村の地域住民など 100名を超える方々にご参加いただ 

きました。本フォーラムをきっかけに、総合型クラブ育成の気運が高まるこ 

とと思われます。 

【クラブフォーラム in館林】 

  ７月 24日（火）於：群馬県館林市・館林市文化会館 

 

▼開催報告はこちらから 

http://www.japan-sports.or.jp/local/event/forum.html 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

★お知らせ★ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

●クラブ育成推進フォーラム開催のご案内 

クラブ育成推進フォーラムを全国９会場（総合型クラブ未育成市町村）で開 

催いたします。 

本フォーラムは総合型クラブ未育成市町村やその近隣市町村の一般住民など 

を対象に、オリンピック出場選手など著名人によるスポーツ実技指導や講演、 

先進クラブ関係者によるクラブの事例発表などを実施いたします。 

総合型クラブを広く一般の方々にも認知していただくためのフォーラムです。 

 

今回は、中国地区、北信越地区、東海地区の開催内容のご案内です。 

詳細は PDFファイル（チラシ）をご覧ください。 

当日受付可能ですので、お近くの方はぜひお越しください！！ 

 

【親子スポーツフェスティバル inつわの】 

日時：８月 26日（日） 9：00～ 於：島根県津和野町・津和野体育館 

 

【地域づくりフォーラム in 中野】 

日時：９月 11日（土）18：30～ 於：長野県中野市・中野市民会館 

 

【クラブフォーラム in伊豆の国】 

http://www.japan-sports.or.jp/local/event/cb_m.html
http://www.japan-sports.or.jp/local/event/forum.html


日時：９月 22日（土）15：30～ 於：静岡県伊豆の国市・韮山文化センター 

 

▼詳細はこちらから 

http://www.japan-sports.or.jp/local/news/newsDetail.asp?newsNo=108 

 

●第１回全国スポーツクラブ会議の報告書がまとまりました！ 

５月 26・27日に開催されました第１回全国スポーツクラブ会議の報告書がま 

とまりましたのでご案内申し上げます。 

ごうどスポーツクラブホームページにアップされておりますのでご覧くださ 

い。PDFファイルでのダウンロードも可能です。 

  ▼詳細はこちらから 

   http://www.godo-sc.jp 

 

 

▼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/mail/index.html 

 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 

 ☆★☆ 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/mail/ 

 

※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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