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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。 
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【１】特 集 ＜ユニークなネーミングと事業＞ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

■■■■■ 

■８月号の特集は「ユニークなネーミングと事業」です。 

 一風変わった名前だと印象に残りますよね。クラブやプログラム 

 の名前も同じです。 

  

 まずネーミングで「面白そうだな～」と思ってもらえれば何倍も 

 お得です。そして中身もユニークだと最高！ 



 

 ここでは、クラブの面白い「ネーミング」と、「ユニークな事業」 

 の全国の事例をご紹介します。 

 

■（１）クラブの面白い「ネーミング」編 

 

●スポーツクラブＷＡＹ”（宮城県美里町） 

 「スポーツクラブＷＡＹ”」は、それぞれの人生を「道」に例え、 

 共に歩みつつ、我が道を切り開いて行くスポーツクラブをイメー 

 ジしてつけられた名前です。 

 インラインスケート・スケートボードなど種目に特色があるクラ 

 ブです。 

 

●アストリースポーツクラブ（山梨県山梨市） 

 体操・トランポリンとウエイトリフティングの３つの種目が中心 

 のクラブです。 

 「アストリー」は、「アスリート」という言葉をベースに、未来 

 に向かって「明日をとる」「大きく成長 tree（木）」などの意味 

 を込めてネーミングされました。 

 

●ゆうゆうスポーツクラブ海南（和歌山県海南市） 

 「ゆうゆう」には、「悠々」「友」「勇」「優」「遊」「結う」 

 の意味が込められており、海と温暖な気候をイメージできる親し 

 みやすいネーミングです。 

 子ども向けには、「キッズうんどう」「ダンスうんどう」など可 

 愛らしい名前がついたプログラムが並んでいます。 

  

●板野ぴょん太スポーツクラブ（徳島県板野町） 

 拠点施設のキャラクターが「蛙」ということもあり、元気に発展 

 する（ぴょんぴょん飛び跳ねる）ことをイメージして名前がつけ 

 られました。 

 まるで近所の友達や子どもの名前のようで、１回聞いたら忘れら 

 れないほど印象的なネーミングです。 

 

●みんなで創るスポーツクラブ すいっち（福島県下郷町）  

 「総合型クラブ」を、知らない人に説明するのが難しいと感じる 

 ならば、特徴を表す語句を入れたネーミングも可能です。 

 「すいっち」は、その発想で、「みんなで創る」というフレーズ 

 を名前に加えました。 

 クラブの目玉はフライングディスクで、「フライングディスクを 

 楽しむなら、すいっち」と自薦するほどです。 

 



 ▼文章全体はこちらから 

 http://www.japan-sports.or.jp/local/news/newsDetail.asp?newsNo=165 

 

 

■（２）クラブの「ユニークな事業」編 

 

【ウォーキング】  

  ●宮城スポーツクラブ（群馬県前橋市） 

    「赤城神社参道松並木千本桜の森ウォーキング」 

 

【自転車】  

  ●鹿の助スポーツクラブ（鳥取県鳥取市） 

    「ママちゃり耐久レース」 

      

【国際交流】  

  ●鹿の助スポーツクラブ（鳥取県鳥取市） 

    「日韓ダンス交流」 

   

【子ども教育】  

  ●都筑スポーツプランナー竹の子会（神奈川県横浜市） 

    「英語でリトミック、英語でバスケット」 

 

【アンチエイジング】  

  ●ＴＣＣ鎌倉くらぶ（神奈川県鎌倉市） 

    「トレーナーズルーム＋スポーツケア＆マッサージ＋ 

     マクロビオティック＋サークル教室」 

 

【芝生化】  

  ●どんぐりクラブ屋台村（広島県北広島町） 

    「ポット苗による安価・簡単な校庭の芝生化」 

 

 ▼文章全体はこちらから 

 http://www.japan-sports.or.jp/local/news/newsDetail.asp?newsNo=166 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

【２】若手クラブ仕事人の夢メッセージ （木間奈津子さん） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◆◆◆◆◆ 

◆隔月で、クラブ関係の仕事をしている若手の声を取り上げています。 

第２回は、ＮＰＯ法人アクアゆめクラブ（宮城県七ヶ浜町）クラブ 

マネジャーの木間奈津子さんです。 

http://www.japan-sports.or.jp/local/news/newsDetail.asp?newsNo=165
http://www.japan-sports.or.jp/local/news/newsDetail.asp?newsNo=166


 

◆この仕事って… 

宮城県七ヶ浜町に我々のＮＰＯ法人アクアゆめクラブが誕生して 

４年目を迎えました。ズバリ！「仕事としてのクラブ経営」とい 

う意識がクラブの発展に大きく影響していると実感しています。 

・・・中略・・・ 

 

◆スポーツのチカラが地域を変える？！ 

クラブ活動を通じて痛感していることが１つあります。 

それは「教育」です。  

  

その背景には地域コミュニティの衰退や親子時間の減少が影響し 

ているように思います。 

現代社会が失ったものをもう一度取り戻すことも大切ですが、 

この総合型クラブが今以上にその地域で社会的な価値のある存在 

になることでスポーツを潤滑油とした地域教育力の再生に寄与で 

きるのではないかと思います。 

  

スポーツにはそのチカラがあります。 

私の仕事はそのチカラを 120％発揮できるクラブのコンディション 

係かもしれません。 

 

 ▼文章全体はこちらから 

 http://www.japan-sports.or.jp/local/news/newsDetail.asp?newsNo=164 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【３】今月のクラブシンボル 

    高崎スポーツクラブのキャラクター「縁起だるま」 

  ～「高崎名物、日本一のだるま市」「七転び八起き」にちなんで採用～ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

■■■■■ 

■高崎スポーツクラブ（群馬県高崎市）は、平成 20年１月 13日に設 

立され、乗馬教室・ボウリング教室等企業とも連携して活動する、 

会員数 320人（平成 20年７月現在）のクラブです。 

 

■高崎市は群馬県民に親しまれている上毛かるたで次のように紹介 

されています。 

 

〇「関東と信越つなぐ高崎市」…高崎市は県都前橋に行くにも高崎 

 駅から乗り換えるといったように鉄道の要になっています。 

〇「白衣観音慈悲の御手」…高崎市のシンボル高崎白衣大観音は、 

 41.8ｍの高さで、高崎観音山の頂きから優しい表情で市民を見 

http://www.japan-sports.or.jp/local/news/newsDetail.asp?newsNo=164


 守っています。 

〇「縁起だるまの少林山」… だるまの眉は鶴・髭は亀を表し、 

 別名「福だるま」「高崎だるま」とも呼ばれて古くから多くの人 

 に親しまれてきました。 

 何よりも特徴的なのは、１月６・７日に少林山達磨寺で日本一の 

 だるま市が開かれ、縁起だるまにあやかるために全国から沢山の 

 人が訪れることです。 

 

■高崎スポーツクラブの梅山代表は、レスリングのアメリカ・オレ 

ゴン州強化遠征など、国際スポーツ交流のお土産交換でも高崎市観 

光課の積極的な協力を受け、子だるまを持参して歓迎を受けていま 

す。 

国内だけでなく国際的にも親しまれる縁起だるまには、高崎を紹介 

する度に愛着を感じていました。 

 

■もう一つ、だるまといえば、「七転び八起き」といって、不屈の 

精神を表す代名詞にもなっています。 

 

地味であっても、スポーツ啓発のためにみんなで「七転び八起き」 

の気持ちを持って取り組んでいこうということで、「縁起だるま」 

をクラブのキャラクターに決めました。 

元が達磨大師で「縁起だるま」として全国に名が轟いているため、 

「ダルちゃん」等の愛称は付けられないようです。 

       （青木 元之 群馬県クラブ育成アドバイザー） 

 

 ▼高崎スポーツクラブＨＰ 

 「縁起だるま」の赤いシルエットによるシンボルマークはこちらから 

 

 http://www5.pf-x.net/~tsc/club1.html 

 ▼少林寺のだるま市（高崎市ＨＰ内） 

 http://www.city.takasaki.gunma.jp/kankou/sigai/syourinzan/syorin.htm 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【４】ＳＣステーション PICKUP 

   ～設立にあたって、人材の確保はどのようにしたらいいですか？～ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◆◆◆◆◆ 

◆クラブづくりＱ＆Ａ「ＳＣステーション」から、毎月いつくか選んで 

ご紹介します。アンケートでいただいたご質問の答えにもなっています。 

 

◆「設立にあたって、人材の確保はどのようにしたらいいですか？」 

http://www5.pf-x.net/~tsc/club1.html
http://www.city.takasaki.gunma.jp/kankou/sigai/syourinzan/syorin.htm


 ▼１．クラブのつくり方 

  Ｑ28 自立に向けて、設立前までに何をしておけば効果的ですか？ 

   http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/182.html 

    

 ▼３．人材と育成 

  Ｑ16 立ち上げにあたり動いてくれる仲間を集めたいのですが。 

   http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/219.html 

 

 ▼３．人材と育成 

  Ｑ10 若い人が参画しやすいクラブとは？ 

   http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/191.html 

    

 ▼３．人材と育成 

  Ｑ11 若い人材にスタッフになってほしいのですが。 

   http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/194.html 

  

 ▼３．人材と育成 

  Ｑ14 過疎地で人も若者も少なく、かかわる人材をどうしたらよい 

     ですか？ 

   http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/206.html 

  

 ▼１．クラブのつくり方 

  Ｑ24 設立準備委員会にはどのような人を集めたらいいですか？ 

   http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/163.html 

 

 ▼３．人材と育成 

  Ｑ12 パート・アルバイトなどスタッフの募集方法を教えてください。 

   http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/195.html 

 

★ＳＣステーションの TOPページはこちらから 

 キーワードで自由に検索できます！ 

 http://www.japan-sports.or.jp/local/index.asp 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【５】メールマガジン９月号の予告 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

■■■■■ 

■＜特 集＞クラブの拠点・クラブハウス 

   活動場所はさまざまでも、クラブの顔となり拠点となる 

   クラブハウスはほしいものです。 

   クラブハウスをもつ全国のクラブの事例を、確保に至る 

   経緯・方法とともにご紹介します。 

http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/182.html
http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/219.html
http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/191.html
http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/194.html
http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/206.html
http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/163.html
http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/195.html
http://www.japan-sports.or.jp/local/index.asp


 ＜連 載＞私のクラブライフ自慢（隔月） 

   るもいスポーツクラブ（北海道）の会員インタビュー集 

 ＜連 載＞今月のクラブシンボル     

   かみはやし総合型スポーツクラブ希楽々（新潟県） など 

 

■発行予定日:９月２２日（月） 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

★お知らせ★ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

●総合型クラブ育成推進フォーラム開催のご案内 

 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 

 一般住民等を対象に、著名人等による基調講演、先進クラブ関係 

 者等によるシンポジウム等を実施いたします。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、２会場のご案内です。詳細はＰＤＦファイル(告知)をご 

 覧ください。 

 

 【水・緑・花のまち 総合型クラブフォーラム in えにわ】 

  日時：平成 20 年９月 13日(土) 13：30～ 

  於：北海道恵庭市・恵庭市民会館 

 

 【総合型地域スポーツクラブ育成推進フォーラム in 松江】 

  日時：平成 20 年９月 14日(日) 13：30～ 

  於：島根県松江市・ホテル一畑 

 

 ▼詳細はこちらから 

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

 

 

●第１回ブロック別クラブミーティング 2008開催報告 

 全国でクラブミーティング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をご報告します。 

 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！ 

  東北ブロック 

   ６月 22日（日）於：山形県生涯学習センター「遊学館」 

  関東ブロック 

   ６月 28日（土）於：東京都 岸記念体育会館 

  中国ブロック 

   ６月 21日（土）於：広島県立総合体育館 

  九州ブロック 

   ６月 14日（土）於：佐賀県職員互助会館 

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


 

 ▼開催報告はこちらから 

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

 

 

●ＪＡＳＡクラブマネジャー養成講習会専門２期予告 

 ７月 26、27日に開催されたＪＡＳＡクラブマネジャー養成講習会 

 専門１期が無事に終了し、９月には専門２期が開催されます。 

 専門１期では、総合型の地域スポーツクラブやクラブマネジメン 

 トに関する基礎的な内容を学びました。専門２～３期では、 

 クラブマネジャーに必要な実践的な能力を身につけるための講習 

 となります。 

  

 ９月に開催される専門２期では、総合型の地域スポーツクラブに 

 おいて、効率的、効果的なサービス、料金、広報宣伝を計画する 

 際に必要となるマーケティングの手法やプロセスを習得するとと 

 もに、具体的なスポーツプロダクト（サービス）を検討します。 

  

 また、マーケティングによって得られた分析結果を踏まえて、 

 クラブの事業を展開する際の具体的な経営戦略の検討方法を習得 

 することも講義のねらいとなっています。専門２期では、マーケ 

 ティングを中心とした講習会となりますが、当日はロジカルシン 

 キング、ホスピタリティも開講されます。 

  

 また、専門２期の前に、受講者は各自クラブの主な対象エリアに 

 おける人口、競合、資源、外部環境に関する特徴分析をすること 

 が予習課題となっており、ＪＡＳＡクラブマネジャー養成講習会 

 では、集合講習会だけではなく、オンライン講習システムを 

 使った予習・復習に時間を割き、講習が充実するように展開され 

 ています。 

 

 ▼ＪＡＳＡクラブマネジャー養成講習会概要はこちら 

 http://www.japan-sports.or.jp/coach/qualification/management/m_02.html 

  ※平成 20年度の申込は終了していますので、予めご了承ください。 

 ▼アシスタントマネジャー養成コース実施予定団体一覧はこちらから 

 http://www.japan-sports.or.jp/coach/pdf/assistant02.pdf 

 

 

●公式メールマガジンへの登録をお勧めください！ 

 いつも、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。 

  

 このメールマガジンは、育成関係者はもちろん、クラブに少しでも関心 

http://www.japan-sports.or.jp/local/event/cb_m.html
http://www.japan-sports.or.jp/coach/qualification/management/m_02.html
http://www.japan-sports.or.jp/coach/pdf/assistant02.pdf


 のある方、クラブ会員の方、どなたでも無料でお送りいたします。 

 メールアドレスをお持ちであれば、すぐに登録できます。 

  

 個人情報は一切入力しません。退会も簡単にできます。 

 登録方法は下記にありますので、本メールマガジンの登録を周りの方に 

 お勧めください。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

【公式メールマガジン登録方法】 

 １）日本体育協会 HPのトップページの右にある「総合型地域 

   スポーツクラブ公式メールマガジン」をクリック 

 ２）「登録・退会」をクリック 

 ３）「登録する」をクリック 

 ４）登録フォームに、お持ちのメールアドレスを入力（２回） 

 ５）登録確認画面へ（完了） 

 

 ▼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◆ 

 

Copyright (c) 2008 Japan Sports Association. All rights reserved 

 

  

 

http://www.japan-sports.or.jp/local/mail/index.html
http://www.japan-sports.or.jp/local/mail/

