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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 ～岐阜県神戸町長 吉田弘義氏～ 

【２】クラブ設立カレンダー  ～綾野ゆうゆうクラブ（滋賀県甲賀市）～ 

【３】長期継続クラブにみるマネジメントの工夫 

        ～webスポーツクラブ 21西国分（福岡県久留米市）の場合～ 

【４】「クラブ伝言板」投稿情報＆掲載情報大募集！ 

    ◆イベント開催◆芝生講演会と冬芝のオーバーシーディング実習  

            ９月 29、30日開催（どんぐりクラブ屋台村・広島県） 

    ◆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） 

【５】心に響く言葉 ～「小人の学は、耳より入りて、口より出ず」～ 

                     （能田雅雄 しおみクラブ）  

【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（東北） 

●クラブ育成推進フォーラム開催報告（島根県、長野県） 

★お知らせ★ 

●クラブ育成推進フォーラム開催のご案内（静岡県 9/22、北海道 9/28、 

          高知県 10/7、奈良県 10/13、青森県 10/19、宮崎県 10/24） 
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【１】今月のクラブサポーター ～岐阜県神戸町長 吉田弘義氏～ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

■■■■■ 

■今月は、岐阜県安八郡神戸町長の吉田弘義氏。ごうどスポーツクラブ会長 

小倉弐郎氏にインタビューいただきました。 

  ごうどスポーツクラブの懸命な活動姿勢と呼応して、神戸町では総合型ク 

ラブをよく理解し支援もされています。行政もまた、総合型クラブのサポー 

ターです。住民の生活に最も近い市区町村単位で、住民・地域全体の福利を 

自らめざす総合型クラブへの行政支援は、“人が輝く、地域が変わる”ため 

の土台となります。 



  では、神戸町では、具体的にどのような支援をしているのでしょうか？  

  また、どのような成果をあげ評価されているのでしょうか？  

  町が総合型クラブに寄せる期待とはどのようなものでしょうか？  

               

▼文章全体と写真はこちらから▼ 

http://www.japan-sports.or.jp/local/news/newsDetail.asp?newsNo=109 

▼ごうどスポーツクラブＨＰはこちらから 

http://www.godo-sc.jp/ 

▼神戸町ＨＰはこちらから 

http://www.town.godo.gifu.jp/ 
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【２】クラブ設立カレンダー ～綾野ゆうゆうクラブ（滋賀県甲賀市）～ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◆◆◆◆◆ 

◆綾野ゆうゆうクラブのある水口町綾野地区は人口 8,000人。新旧住民が混 

在してまとまりがつきにくく、スポ少・既存クラブの定着した活動も続いて 

いる、総合型クラブがつくりにくい地域でした。 

  綾野ゆうゆうクラブが大切にしているのは、“Hand to Hand” 

“Face to Face”の姿勢。人とのつながりを大切にしながら、様々な課題を 

洗い出し、それぞれ対策をたててクラブづくりを進め、昨年２月設立されま 

した。 

  設立に向けた時系列での手順はもちろん、「研修会開催」「自治会を使っ 

てのアピール」「顔が見えるクラブをアピール」「楽しむ気持ちが大事」な 

ど、設立時だけでなく設立後にも役立つポイントが満載です。 

           （報告：河北純子 滋賀県クラブ育成アドバイザー、 

               中井洋夫 綾野ゆうゆうクラブマネジャー） 

 

▼文章全文・設立までのスケジュール（PDFファイル）はこちらから▼ 

http://www.japan-sports.or.jp/local/news/newsDetail.asp?newsNo=110 

▼綾野ゆうゆうクラブ HPはこちらから 

http://www.geocities.jp/ayano_yuyu_club/ 

▼滋賀県広域スポーツセンターHPはこちらから 

http://www.biwakosportsnow.or.jp/ 
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【３】長期継続クラブにみるマネジメントの工夫 ～自立した経営のために、 

          webスポーツクラブ 21西国分（福岡県久留米市）の場合～ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

■■■■■ 

■継続の秘訣とは、結論から言えば「やめないこと」です。そういう意味で 

は、クラブの本当の成功とは、創業者の思いが次の世代に受け継がれていく 

http://www.japan-sports.or.jp/local/news/newsDetail.asp?newsNo=109
http://www.godo-sc.jp/
http://www.town.godo.gifu.jp/
http://www.japan-sports.or.jp/local/news/newsDetail.asp?newsNo=110
http://www.geocities.jp/ayano_yuyu_club/
http://www.biwakosportsnow.or.jp/


ことなのかもしれません。クラブで日々培ったノウハウを、次世代に引き継 

ぐ教育体系を構築していくことは、将来展望として視野に入れておく必要が 

あるでしょう。翻って、クラブの本業とは「スポーツを通じて地域で人を育 

てること」これに尽きるのかもしれません。 

  そして地域で育った人材が、本当の意味で経営をするとき「自立」が見え 

てくるのだと思います。クラブマネジャー桜木英一氏からのインタビューを 

元に４つの視点から「クラブの自立と継続」についてまとめてみます。 

（内田 満 NPO法人スポーツウエイヴ代表／福岡県クラブ育成アドバイザー） 

 

▼文章全文はこちらから▼ 

http://www.japan-sports.or.jp/local/news/newsDetail.asp?newsNo=111 

▼ＮＰＯ法人 webスポーツクラブ 21西国分の HPはこちらから 

http://www.kumin.ne.jp/web21/ 
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【４】「クラブ伝言板」投稿情報＆掲載情報大募集！ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◆イベント開催◆芝生講演会と冬芝のオーバーシーディング実習 

                 （どんぐりクラブ屋台村・広島県） 

（内  容） 

  １．９月２９日（土）１４：００～ 講演会 

    「もっと・もっと芝生の良さを伝えます」 

      ニール・スミス氏（NPO法人ＧＳＴ代表） 

    「芝生の基礎情報」中野先生（鳥取大学農学部） 

           １８：３０～ 情報交換会（会費 5,000円） 

  ２．９月３０日（日） ９：３０～ 実習 

           １１：１０～ 芝生化実践発表（予定） 

（場  所）北広島町立豊平西小学校体育館ほか 

（参 加 費）１人 5,000円（クラブリンクジャパン加盟団体は 3,000円） 

（お問い合わせ・申込）どんぐりクラブ屋台村 

            TEL：０８２６－８４－１２３４ 

            Email：yatai@pretty.ne.jp 

 

◆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） 

http://www.japan-sports.or.jp/local/news/newsDetail.asp?newsNo=111
http://www.kumin.ne.jp/web21/


（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ください。 

       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 

 

◆「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 
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【５】心に響く言葉  ～「小人の学は、耳より入りて、口より出ず」～ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

  中国古代の思想家・異端の儒家と言われ『性悪説』で有名な荀子の言葉で 

す。 

  総合型クラブの運営にかかわる中で、最近自省の念を込めて感じ入ってい 

ます。６年前から文科省の講習会などの参加させていただき、総合型クラブ 

について学ばさせていただき、現在はクラブ運営に携わっています。 

現実の運営では、テキストどおりには行かず、初めてのことばかりです。 

 

  荀子の上の言葉には「君子の学ぶや、耳より入りて、心に箸き、四体に布 

きて、動静に形る」の前置きがあり「口耳の間は、すなわち四寸のみ、なん 

ぞもって七尺の躯を美るに足らんや」と続きます。 

 

  荀子は、優れた人物を人格の程度により「士」「君子」「聖人」に分け、 

ひと通り学問を身に付け義・礼の実践をするのが「士」、さらに学問を掘り 

下げ強い意志を持って道を体得するのが「君子」、「聖人」は完全無欠な礼 

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


・義の具現者であるとしています。 

 

  この言葉は『君子は、耳から学んだことを心で受け止め体全体に浸潤させ、 

それが日常の言行として具体的に現れる。小人は「耳から口に抜け」る。 

すなわち、学んだことを直ぐに口から出す。口と耳の間は僅かに四寸である。 

どうして、七尺の身体全体に行き渡らすことが出来ようか。』との主旨のよ 

うです。 

 

  荀子は、更に「君子は、学問によって自分を向上させるが、小人は、学ん 

だことを売物にしている。また小人は問わぬのに喋り、一を問われて二つも 

答える。君子は打たねば響かぬが、打てば響くものである」と続けています。 

 

  クラブ運営の現場では、多様なことが起こります。また地域により条件も 

様々で『総合型にお手本はない』と言われる由縁だと思います。 

  『十人十色』どころか、『万人万様』ではないかと思われます。そういう 

中でこそ、学んだことを自らの血肉とし、活動に生かさなければと考えます。 

  『君子』には近寄ることも出来ませんが、せめて『士』を目指したいと思 

います。        （能田雅雄 しおみクラブ クラブマネジャー） 

 

▼しおみクラブのＨＰはこちらから 

http://home.e-catv.ne.jp/siomi/index.htm 
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【６】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の内容、著名人による講演会・実技指導の内容を 

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 

  東 北：６月 23日（土）於：仙台市・仙台市体育館 

 

▼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 

【親子スポーツフェスティバル inつわの】 

８月 26日（日）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】 

http://home.e-catv.ne.jp/siomi/index.htm
http://www.japan-sports.or.jp/local/event/cb_m.html


９月 11日（土）於：長野県中野市・中野市民会館 

 

▼開催報告はこちらから 

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

開催しています。 

  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、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、６会場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！！ 

 

【クラブフォーラム IN 伊豆の国】 

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 

 

【やすらぎのまち小樽 総合型クラブフォーラム】 

日時：９月 28日（金）18：00～ 

       於：北海道小樽市・小樽市いなきたコミュニティセンター 

 

【クラブフォーラム IN あき】 

日時：10月７日（日）13：00～ 

       於：高知県安芸市・安芸市営球場・安芸ドーム 

 

【地域づくり・まちづくりフォーラム in 大和郡山】 

日時：10月 13日（土）13：30～ 

       於：奈良県大和郡山市・矢田コミュニティー会館 

 

【こども未来フォーラム in 八戸】 

日時：10月 19日（金）18：00～ 於：青森県八戸市・八戸市公民館 

 

【クラブフォーラム in みさと】 

日時：10月 24日（水）19：00～ 

       於：宮崎県東臼杵郡美郷町・美郷町西郷農村環境改善センター 

 

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


▼詳細はこちらから 

http://www.japan-sports.or.jp/local/news/newsDetail.asp?newsNo=112 

 

▼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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