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◆ 【日本体育協会総合型地域スポーツクラブ公式メールマガジン】 

◆  第３６号 平成２０年９月２２日発行 
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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】特 集 ＜クラブの拠点・クラブハウス＞ 

【２】私のクラブライフ自慢 

    ～るもいスポーツクラブ「このゆびとまれ」（北海道）～ 

【３】今月のクラブシンボル 

    ～かみはやし総合スポーツクラブ きらら(新潟県)の 

      ロゴ＆シンボルマーク  輝き続ける“星”たち～ 

【４】ＳＣステーション PICKUP 

    ～クラブハウスや活動拠点の確保はどうしたらいいですか？～ 

【５】メールマガジン１０月号の予告 

 

★お知らせ★ 

●クラブと講師を探しています（長崎県よりお願い） 

●総合型クラブ育成推進フォーラム開催のご案内 

●第１回ブロック別クラブミーティング 2008開催報告 

●ＪＡＳＡクラブマネジャー養成講習会専門２期報告 

●公式メールマガジンへの登録をお勧めください！ 
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【１】特 集 ＜クラブの拠点・クラブハウス＞ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

■■■■■ 

■９月号の特集は、「クラブの拠点・クラブハウス」です。 

 

 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７つのクラブの事例（写真付き）を、確保に至る 

 経緯・方法とともにご紹介します。 

 

■簡単にクラブハウスを得らたれた事例は１つもありません。 

 しかし、確保できたのはなぜでしょう？ 

 ７つのクラブの事例におおむね共通するのは、以下４点です。 

 

 １クラブハウスをもつまでに公益的な活動実績があること。 

 ２使えそうな施設や機会に着目し、タイミングをのがさないこと。 

 ３施設側の課題・ニーズをふまえて、粘り強くアプローチすること。 

 ４自らのネットワークを使い開拓し、段階的に整備すること。 

 

【自治会施設活用】 

 ●小田原フレンドリークラブ（神奈川県小田原市） 

  ▼文章全体と写真はこちらから 

  http://www.japan-sports.or.jp/local/news/newsDetail.asp?newsNo=170 

 

【公園施設活用】 

 ●NPO 法人ＮＳＣ（沖縄県今帰仁村） 

  ▼文章全体と写真はこちらから 

  http://www.japan-sports.or.jp/local/news/newsDetail.asp?newsNo=167 

 

【学校体育倉庫活用】 

 ●NPO 法人会津スポーツクラブ（和歌山県田辺市） 

  ▼文章全体と写真はこちらから 

  http://www.japan-sports.or.jp/local/news/newsDetail.asp?newsNo=173 

 

【休館日活用】 

 ●NPO 法人いけだスポーツクラブ（岐阜県池田町） 

  ▼文章全体と写真はこちらから 

  http://www.japan-sports.or.jp/local/news/newsDetail.asp?newsNo=168 

 

【行政とタイアップ建設】 

 ●町野スポーツクラブ（石川県輪島市） 

  ▼文章全体と写真はこちらから 

  http://www.japan-sports.or.jp/local/news/newsDetail.asp?newsNo=171 

 

【民間ビル・フロアー借用】 

 ●徳島スポーツクラブ・ガバロス（徳島県徳島市） 

  ▼文章全体と写真はこちらから 

  http://www.japan-sports.or.jp/local/news/newsDetail.asp?newsNo=172 
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【閉鎖店舗改装】 

 ●NPO 角館Ｓ・Ｔ・Ｓ（秋田県仙北市） 

  ▼文章全体と写真はこちらから 

  http://www.japan-sports.or.jp/local/news/newsDetail.asp?newsNo=169 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

【２】私のクラブライフ自慢 

      ～るもいスポーツクラブ「このゆびとまれ」（北海道）～ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◆◆◆◆◆ 

◆隔月で、本事業の地方企画班員の方々に、ブロック内にあるクラブ 

の会員にインタビューなどしていただき、会員の声を紹介します。 

 

 会員がクラブに参加し継続していくことで、どう生活が変わったか、 

また、なぜ参加しているのか、何に魅力を感じているのか、具体的な 

話や生の声が満載です。 

 会員獲得や継続に悩むクラブの方々のヒントになれば幸いです。 

 

 第２回は、北海道のるもいスポーツクラブ「このゆびとまれ」です。 

インタビューにご協力いただいた方々、ありがとうございました！ 

 

        （報告：伊端隆康 北海道ブロック地方企画班員） 

 

 ▼導入＆文章全体と写真（ＰＤＦ）はこちらから 

 http://www.japan-sports.or.jp/local/news/newsDetail.asp?newsNo=175 

 ▼るもいスポーツクラブ「このゆびとまれ」HPはこちらから 

 http://rumoisc.exblog.jp/ 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【３】今月のクラブシンボル 

   ～「かみはやし総合スポーツクラブ希楽々」のロゴ＆シンボルマーク 

     輝き続ける“星”たち ～ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

■■■■■ 

■「かみはやし総合スポーツクラブ希楽々」（新潟県村上市）の 

“愛”言葉は「みんなで考え みんなで創り みんなで楽しむ」。 

たくさんの人が楽しみながら、真剣にクラブ創りに関わっています。 

 

 クラブのある地区（旧神林村）は、平成６年に全国スターウォッチ 

ングネットワーク星空調査で全国２位の星空が綺麗に見える場所とし 

て認定を受けた「星降る里かみはやし」です。 

 昨年発見された小惑星にも「kamihayashi」が承認され、閉村して 
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も永遠に“かみはやし”が輝いていくことになります。 

 

 希楽々の中には、きらきら輝くヒトたちがたくさんいます。 

 これからも小惑星「kamihayashi」に負けないくらい、たくさんの 

人に愛されるクラブを目指し、希楽々は輝き続けていきます。 

 

（渡辺優子 かみはやし総合スポーツクラブ希楽々 クラブマネジャー） 

 

 ▼文章全体、シンボルマークはこちらから 

 http://www.japan-sports.or.jp/local/news/newsDetail.asp?newsNo=174 

 ▼かみはやし総合スポーツクラブ希楽々の HPはこちらから 

 http://www.kirara-kamihayashi.jp/ 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【４】ＳＣステーション PICKUP 

    ～クラブハウスや活動拠点の確保はどうしたらいいですか？～ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◆◆◆◆◆ 

◆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。 

 

◆「クラブハウスや活動拠点の確保はどうしたらいいですか？」 

 ▼４活動場所と施設 

  Ｑ６ 「クラブハウス」は、具体的にどのような施設・空間なの 

     でしょうか？ 

   http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/129.html 

 

 ▼４活動場所と施設 

  Ｑ７ クラブハウスを確保する方法は？ 

   http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/171.html 

 

 ▼４活動場所と施設 

  Ｑ８ 自前でクラブハウスを確保したいのですが。 

   http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/172.html 

 

 ▼４活動場所と施設 

  Ｑ５ 既存のスポーツ施設では、利用者との調整がむずかしそう 

     です。 

   http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/128.html 

 

 ▼４活動場所と施設 

  Ｑ10 既存教室での利用施設を拠点にクラブ化できますか？ 
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   http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/222.html 

 

 ▼４活動場所と施設 

  Ｑ11 企業の施設等を活用しているクラブはありますか？ 

   http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/224.html 

 

 ▼４活動場所と施設 

  Ｑ12 都市部で直接交渉によって学校施設を確保できた事例は？ 

   http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/225.html 

 

 ▼４活動場所と施設 

  Ｑ13 公共施設の休館日を利用しているクラブはありますか？ 

   http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/228.html 

 

 ▼４活動場所と施設 

  Ｑ９ 指定管理者制度は、活動場所の確保に役立ちますか？ 

   http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/208.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 
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【５】メールマガジン１０月号の予告 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

■■■■■ 

■＜特 集＞目に留まる・伝わるパンフレット・チラシ 

    クラブの広報に不可欠なパンフレットやチラシ類。 

    作成は、簡単そうで意外と難しいものです。 

    手にとってもらい、よく伝わり、心にも届く・・・、 

    そんなふうに少しでも作成できたらいいですね。 

    参考になる事例をポイント＆コメント付きでご紹介します。 

 ＜連 載＞若手クラブ仕事人の夢メッセージ（隔月） 

    はちきたＳＣ（東京都）代表 紙本 諭さん 

 ＜連 載＞今月のクラブシンボル     

    市川スポーツガーデン国府台（千葉県） など 

 

■発行予定日；１０月２０日（月） 
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★お知らせ★ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
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●クラブと講師を探しています（長崎県よりお願い） 

 

 下記の条件に合うクラブがございましたらご連絡頂きたいと存じます。 

 １親子レクリエーション、２太極拳、３ユニホック、 

 ４スポーツチャンバラ、５エアロビクスのうち、 

 いずれか１つでも構いませんので中心種目に据えて活動されている 

 クラブで、その実践と、取り組んだきっかけ、総合型に対する思い 

 等の講話ができる方がいらっしゃるところがあれば、 

 下記アドレスまでご連絡ください（１０月３日まで）。 

 ちなみに講習会の時期は１１／１６（日）午後半日、 

 西海市の大瀬戸総合運動公園で予定しています。 

 

 ◆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 

        電話 095-895-2781 ＦＡＸ095-829-2336 

 

◇各種情報を掲載したい場合は、お気軽に以下までメールを送信 

 してください（概要、日時、場所、連絡先、返信期限など明記）。 

 sc-info@japan-sports.or.jp 

 

 

●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、熊本会場のご案内です。詳細はＰＤＦファイル(告知)を 

 ご覧ください。 

 

 【総合型地域スポーツクラブ育成推進フォーラム in 熊本】 

  日時：平成 20年 10月 19日(日) 13：30～ 

  於：熊本県・熊本市 ホテル日航熊本 

 

 ▼詳細はこちらから（ＰＤＦ） 

 http://www.japan-sports.or.jp/local/event/pdf/cb_for_h20kumamoto.pdf 

 

 

●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！ 

  東海ブロック 

http://www.japan-sports.or.jp/local/event/pdf/cb_for_h20kumamoto.pdf


   ６月７日（土）於：岐阜県 ソフトピアジャパンセンター 

 

 ▼開催報告はこちらから（ＰＤＦ） 

 http://www.japan-sports.or.jp/local/event/pdf/cb_m_re_h20toukai.pdf 

 

 

●ＪＡＳＡクラブマネジャー養成講習会専門２期開催報告 

 先月第 35号でもご紹介いたしました、ＪＡＳＡクラブマネジャー 

 養成講習会専門２期が９月 13～15日に開催されました。 

 講習会の内容をご報告します。 

 

 ▼開催報告はこちらから 

 http://www.japan-sports.or.jp/local/news/newsDetail.asp?newsNo=176 

 ▼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 
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◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 

  ☆★☆ 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 
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