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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４１号 平成２１年３月２３日発行 

■■□□■■□□■■□□■■□□■□■□□■■□□■■□□■■□□■■ 

 

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 ＜会員が 900人いるクラブの会費設定＞ 

 （１）地方都市型 Willスポーツクラブ（青森県） 

         ～月会費数千円、指定管理施設・スタッフ活用 

 （２）地方型   きよねスポーツクラブ（岡山県） 

         ～月会費 2,500 円中心、NPO 法人の一事業 

 （３）大都市型  NPO法人スポルテ目黒（東京都） 

         ～年会費 12,000 円一括、会費収入 100％で運営 

【２】私のクラブライフ自慢 

    ～「ＭＩＹＡＺＡＫＩ うづらａｉクラブ」（宮崎県）～ 

【３】今月のクラブシンボル 

    ～「かんべスポーツクラブ」（三重県）のクラブハウス 

              木の温もりが伝わるクラブハウス～ 

【４】ＳＣステーション PICKUP 

    ～総合型クラブの会費、その設定と収支計画とは？～ 

【５】メールマガジン次号の予告  

 

★お知らせ★ 

 ●日本体育協会創立 100周年記念事業のスローガンが決定しました！ 

 ●第３回全国スポーツクラブ会議 in射水(富山県,5/23,24)開催のご案内 

 ●Cherry-Blossom Festa 2009(東京都練馬区,4/4)のご案内 

 ●総合型クラブ育成推進フォーラムが新聞に大きく掲載されました！ 

 ●「愛知発：地域スポーツのクロスオーバーモデル」シンポジウム報告 

 ●公式メールマガジンへの登録をお勧めください！ 

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

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【１】特 集 ＜会員が 900人いるクラブの会費設定＞ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 



■■■■■ 

■会費をいくらにしたらいいか、設立前後の悩みの一つです。 

   

 総合型クラブの会費は、住民が活動や交流を楽しむことに 

 加えて、地域全体を豊かにする公益的な組織に必要なもの 

 として考え集めたいものです。 

 

 会員を集めたいために会費を安くし過ぎて、後で後悔する 

 クラブは少なくありません。 

 会費が安いから人が集まるのでしょうか？ 

 

 では、会員数が多いクラブはどのような会費設定をして 

 いるのでしょうか？ 

 

 会員数が約 900 人いるクラブをタイプ別にみていくと、 

 民間フィットネスクラブがあまりない地域に、月数千円の 

 会費設定で、会員を集めている事例が複数見受けられます。 

    

 施設や指導者の質が一定以上という面もありますが、決し 

 て安くないにもかかわらず、会員が大勢集まっています。 

 

 他方、民間施設が多い大都会に、月千円程度の会費で会員 

 が多く集まっている事例があります。 

 

 月千円なら、仮にたまにしか行けなくても惜しくない寄付 

 感覚の会費設定であり、月数千円であれば毎週通えばお得 

 な会費のため、会員が多く集まっていると思われます。 

 

 これらの会費は、指導者謝金や用具等の活動経費で大半が 

 なくなり、現在、組織の人件費まで賄えてはいません。 

 

 地域や中身によって違いはありますが、会員の支持を得て 

 いる月千円から数千円の会費により、いかに組織とプログ 

 ラムを設計するかが、今後の課題といえそうです。 

 

■（１）地方都市型 Willスポーツクラブ（青森県） 

       ～月会費数千円、指定管理施設・スタッフ活用 

 

 Will スポーツクラブは、指定管理者となった企業コンソーシ 

 アムが、一事業として立ち上げたクラブです。 

 年会費は大人 3,000 円、中学生以下 2,000 円です。 

   



 素晴らしいキャリアのある優れたインストラクターがいて、 

 民間に劣らない施設にもかかわらず、民間より安い会費で受 

 けられることが、会員数を増やしている理由と考えられます。 

   

 月会費 2,000～3,000 円という価格帯は、大都市でなくても 

 大きな需要があることを事例は証明しています。 

   

 ▼文章全文はこちらから 

 http://www.japan-sports.or.jp/local/news/newsDetail.asp?newsNo=208 

 

■（２）地方型   きよねスポーツクラブ（岡山県） 

        ～月会費 2,500 円中心、NPO法人の一事業 

 

 きよねスポーツクラブは、体協、同好会、講座など 50 種目、 

 対象年齢は、お腹の中にいる赤ちゃんから、最高齢は 90 歳 

 までの皆さんが元気に活動を行っています。 

  

 年会費は、子ども 2,300円（保険 600 円を含む）、大人 2,200 

 円（保険は任意）、ファミリー6,000円（保険は任意）です。 

  

 講座以外は 1回 50円から月千円、年数千円など多様に設定し、 

 講座の種目会費は月会費 2,200 円から 6,000円まであります。 

 お得な２講座 4,000 円、３講座で 6,000 円の月会費も設定し 

 ました。 

 

 ▼文章全文はこちらから 

 http://www.japan-sports.or.jp/local/news/newsDetail.asp?newsNo=206 

 

■（３）大都市型  NPO法人スポルテ目黒（東京都） 

       ～年会費 12,000 円一括、会費収入 100％で運営 

   

 設立準備委員会有志の寄付金と指導者の支援で運営に着手し、 

 会費額は地域のマーケティング調査により決定しました。 

  

 設立当初からの年会費 12,000 円は変わっていません。 

 平成 19 年度会費収入は約１千万円、支出は約７百万円でした。 

 収入に占める会費の割合は 100％で、会費のみでの運営です。 

  

 行政等からの補助・助成金は一切ありありませんでしたが、 

 区から活動拠点施設等の提供を受け、発展の大きな力となり 

 ました。 

 

http://www.japan-sports.or.jp/local/news/newsDetail.asp?newsNo=208
http://www.japan-sports.or.jp/local/news/newsDetail.asp?newsNo=206


 ▼文章全文はこちらから 

 http://www.japan-sports.or.jp/local/news/newsDetail.asp?newsNo=207 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【２】私のクラブライフ自慢 

    ～「ＭＩＹＡＺＡＫＩ うづらａｉクラブ」（宮崎県）～ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◆◆◆◆◆ 

◆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４回は宮崎県の「ＭＩＹＡＺＡＫＩ うづらａｉクラブ」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：奥松成安 九州ブロック地方企画班員） 

 

▼文章全体と写真はこちらから 

http://www.japan-sports.or.jp/local/news/newsDetail.asp?newsNo=204 

 

▼ＭＩＹＡＺＡＫＩ うづらａｉクラブ HP はこちらから 

http://uduraaiclub.com 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【３】今月のクラブシンボル 

  「かんべスポーツクラブ」（三重県）のクラブハウス 

             ～木の温もりが伝わるクラブハウス～ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

■■■■■ 

■「かんべスポーツクラブ」（三重県伊賀市）のクラブハウスは、 

ひときわ異彩を放ちながら、神戸（かんべ）小学校の一画にたた 

ずんでいました。 

 

■総合型クラブの存在をイメージできない中で、まずは、シンボル 

的なものをつくろうと、イメージに当てはまったものが、実際に存 

在する“お土産屋さん”でした。木の温もりのあるログハウスです。 

http://www.japan-sports.or.jp/local/news/newsDetail.asp?newsNo=207
http://www.japan-sports.or.jp/local/news/newsDetail.asp?newsNo=204
http://uduraaiclub.com/


 

■行政と何度も交渉して、活動を行っている小学校の敷地内の利用 

許可をやっと得ることができました。建設にあたっては、クラブ関 

係者や地元の協力もあって、90 万円程度でできました。 

 

■学校が閉まっている夏休みには、子どもたちの保健室代わりに 

なるなど頼もしい一面もあります。 

クラブのシンボルから、地域のシンボルになることを目指して。 

クラブハウスは今日も人々をあたたかく迎えてくれます。 

 

▼文章全体と写真はこちらから 

http://www.japan-sports.or.jp/local/news/newsDetail.asp?newsNo=205 

 

▼かんべスポーツクラブＨＰはこちらから 

http://www.ict.ne.jp/~kanbe-sp/ 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【４】ＳＣステーション PICKUP 

        ～総合型クラブの会費、その設定と収支計画とは？～ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◆◆◆◆◆ 

◆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。 

 

◆「総合型クラブの会費、その設定と収支計画とは？」 

  ▼２．組織と運営 

  Ｑ25 受益者負担とはどういうことですか？ 

   http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/200.html 

 

  ▼７．財源と財務 

  Ｑ５ 会費と会費以外の収入のバランスをどのように考えたらいいですか？ 

   http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/156.html 

 

  ▼７．財源と財務 

  Ｑ１ 会費の設定の仕方は？ 

   http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/43.html 

 

  ▼７．財源と財務 

  Ｑ９ これからつくるクラブの収支を概算したいのですが。 

   http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/226.html 

 

http://www.japan-sports.or.jp/local/news/newsDetail.asp?newsNo=205
http://www.ict.ne.jp/~kanbe-sp/
http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/200.html
http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/156.html
http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/43.html
http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/226.html


  ▼９．プログラムとイベント 

  Ｑ１ 会員にとって魅力的なプログラムとは？ 

   http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/58.html 

 

  ▼７．財源と財務 

  Ｑ２ 会費以外の収入を得るクラブの事業は？ 

   http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/42.html 

 

  ▼７．財源と財務 

  Ｑ10 中長期の事業収支計画のつくり方は？ 

   http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/231.html 

 

  ▼７．財源と財務 

  Ｑ８ 会員の理解を得られる会費値上げの方法は？ 

   http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/212.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】メールマガジン次号（通算４２号）の予告 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

■■■■■ 

・年度初めのごあいさつ 

・「ＳＣステーション」更新のご案内 

・地域でのイベント報告  ほか 

■発行予定日；４月２０日（月） 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

★お知らせ★ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◇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 

 

●日本体育協会創立 100周年記念事業のスローガンが決定しました！ 

 ２年後の 2011 年（平成 23年）に迎える本会創立 100周年を記念して 

 実施する事業のスローガン（最優秀賞 1点、優秀賞 2点）が、 

 ３月 11 日（水）開催の理事会で決定しました。 

 詳細は、以下よりご覧ください。 

http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/58.html
http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/42.html
http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/231.html
http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/212.html
http://www.japan-sports.or.jp/local/index.asp


 http://www.japan-sports.or.jp/news/newsDetail.asp?newsNo=455 

 

 

●第３回全国スポーツクラブ会議 in射水 開催のご案内 

   

 第３回全国スポーツクラブ会議では、総合型クラブと地域ス 

 ポーツの新たな展開、“第２章”に向け、ネットワークづく 

 りをテーマに掲げ、開催地：富山県の１２年間の取り組みを 

 振り返りながら、総合型クラブの成果と課題を総括し、新た 

 なネットワークを通じて今後の方向性を探り、未来への設計 

 図を描きたいと考えています。 

   

 開催２日目には、「移動分科会」と称し、県内の特徴あるク 

 ラブをミニ観光を兼ねて視察します。 

 

 「いみずにこられ～！み～んなでまっとっちゃ！」 

 みなさま、ぜひご参加ください！ 

 

 開催日時：５月２３日（土）・２４日（日） 

 開催場所：富山県射水市 小杉社会福祉会館 

   

 申込方法：参加申込書（下記 PDF）より手続きください 

 問合せ先：NPO法人こすぎ総合スポーツクラブきらり事務局 

      ＴＥＬ ０７６６－５６－６４４３ 

 主催：全国スポーツクラブ会議実行委員会 

 共催：財団法人日本体育協会 SC全国ネットワーク、 

    クラブリンク JAPAN、NPO法人クラブネッツ 

 

 ▼パンフレットはこちらから（PDF） 

 http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20090317170457_4.pdf 

 

 

●「Cherry-Blossom Festa 2009」のご案内 

   

 昨年６月発行のメールマガジンでご紹介した東京都練馬区 

 「Cherry-Blossom Festa」が今年も開催されます。 

 音楽、アート、スポーツ、アニメ、外国人などジャンルを 

 超えたクロスオーバーな、まちおこしイベントです。 

 予算ゼロから、総合型クラブクラブのネットワークで実現 

 させています。ぜひ見に来てください！ 

  

 開催日時：４月４日（土）９～20時（申込不要、無料） 

http://www.japan-sports.or.jp/news/newsDetail.asp?newsNo=455
http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20090317170457_4.pdf


 開催場所：都立光が丘公園 

   http://www.tokyo-park.or.jp/park/format/index023.html 

   

 ▼イベント詳細はこちらから 

 http://www.enjoytokyo.jp/OD004Detail.html?EVENT_ID=233313 

 ▼メールマガジン第３３号（2008.6.20 発行）での掲載記事 

 http://www.japan-sports.or.jp/local/news/newsDetail.asp?newsNo=157 

 

   

●総合型クラブ育成推進フォーラムが新聞に大きく掲載されました！ 

 下記に４会場にて開催された、総合型クラブ育成推進フォーラム 

 の開催概要が、地元新聞に大きく掲載されました。 

 著名人による基調講演やパネルディスカッション等 

 大変興味深い内容となっています。ぜひご覧ください！ 

 

 ▼掲載新聞記事はこちらから（ＰＤＦ） 

 山形会場 1/24 山形グランドホテル（山形新聞） 

  http://www.japan-sports.or.jp/local/event/pdf/cb_for_h20touhoku02.pdf 

 船橋会場 1/17 船橋市民文化ホール（千葉日報） 

  http://www.japan-sports.or.jp/local/event/pdf/cb_for_h20chiba02.pdf 

 高知会場 2/15 高新 RKCホール（高知新聞） 

  http://www.japan-sports.or.jp/local/event/pdf/cb_for_h20shikoku02.pdf 

 岡垣会場 2/8  福岡県岡垣町・岡垣サンリーアイ（西日本新聞） 

  http://www.japan-sports.or.jp/local/event/pdf/cb_for_h20fukuoka02.pdf 

 

 

●「愛知発：地域スポーツのクロスオーバーモデル」シンポジウム報告 

 文部科学省委託事業 総合型地域スポーツを核とした活力ある地域づくり推進事業 

 

 （財）愛知県教育・スポーツ振興財団の主催により、文部科学省委託事業 

 総合型地域スポーツを核とした活力ある地域づくり推進事業 

 「愛知発：地域スポーツのクロスオーバーモデル」のシンポジウムが 

 2月 15 日（日）中日パレスにおいて開催されました。 

 「地域スポーツのクロスオーバーモデル」という新しい取り組みの提案と 

 実際に取り組まれている実践内容の発表の後、 

 シンポジウムのテーマディスカッションでは、クロスオーバーモデルの 

 今後の可能性について、有識者より専門的な立場からさまざまなご発言が 

 ありました。 

 ここでは、「愛知発：地域スポーツのクロスオーバーモデル」について 

 ご紹介します。 

  

 ▼本文はこちらから 

http://www.tokyo-park.or.jp/park/format/index023.html
http://www.enjoytokyo.jp/OD004Detail.html?EVENT_ID=233313
http://www.japan-sports.or.jp/local/news/newsDetail.asp?newsNo=157
http://www.japan-sports.or.jp/local/event/pdf/cb_for_h20touhoku02.pdf
http://www.japan-sports.or.jp/local/event/pdf/cb_for_h20chiba02.pdf
http://www.japan-sports.or.jp/local/event/pdf/cb_for_h20shikoku02.pdf
http://www.japan-sports.or.jp/local/event/pdf/cb_for_h20fukuoka02.pdf


 http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20090323193222_4.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 

 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 

   ☆★☆ 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) 2009 Japan Sports Association. All rights reserved 

 

 

http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20090323193222_4.pdf
http://www.japan-sports.or.jp/local/mail/index.html
http://www.japan-sports.or.jp/local/mail/

