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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【１】年度はじめのご挨拶 ～本年度もよろしくお願いいたします！ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 昨年度は、総合型クラブ育成情報提供事業の一環として発行いたしました 

 メールマガジンをご愛読いただき、誠にありがとうございました。また、 

 発行に際し、ご協力いただきました関係者の皆様に厚く御礼申し上げます。 

 

 総合型クラブの育成が始まり 14年を数えます。 

 全国の総合型クラブは、２，７６８を数え、（平成 20年７月１日現在・ 

 創設準備中を含む）中には、地域づくりを担うクラブもあり、地域にとっ 

 て、「スポーツ」だけでない大きな存在になりつつあります。 

 

 本会では、全国に育成された総合型地域スポーツクラブの一層の定着・発 

 展を図るため、『総合型地域スポーツクラブ全国協議会（ＳＣ全国ネット 

 ワーク）』の設立総会を去る２月６日に開催し、設立いたしました。 



 クラブ間の情報交換・交流や広報活動を通じて、総合型クラブ間のネット 

 ワークを構築していく所存です。  

 

 このメールマガジンも同様に、総合型クラブ間のネットワーク構築に役立 

 つ情報も発信していきたいと考えておりますので、今年度もご愛読いただ 

 きますよう何卒よろしくお願い申し上げます。 

    

 （日本体育協会 生涯スポーツ推進部 クラブ育成課）  

 

  

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【２】ＳＣステーション 21個のＱ＆ＡがＨＰにアップされました！ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 クラブづくりのさまざまな疑問や悩みへのヒントを提供する 

 Ｑ＆Ａ集「ＳＣステーション」。200を超えるＱ＆Ａがあります。 

 クラブ関係者に聞いたところ、ＳＣステーションをみた人の 

 約９割が、「ヒントを得られた」と答えています。 

 シーン別や領域別もあります。キーワードでの検索もできます。 

 ぜひご活用ください！ 

   

 ●８つのシーン別 

  （１）設立や運営にかかわる仲間・人材を集めたい！ 

  （２）総合型クラブの意義をわかりやすく説明したい！ 

  （３）既存団体や学校・行政といい関係をもちたい！ 

  （４）新しい会員を増やし交流を活発にしたい！ 

  （５）よい指導者をみつけ安全に楽しく行いたい！ 

  （６）活動のための財源を確保したい！ 

  （７）活動のための施設やクラブハウスを確保したい！ 

  （８）人材や組織を育て長く続くクラブにしたい！ 

   

 

▼シーン別Ｑ＆Ａのページはこちらから  

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

 

●11 個の領域別 

０.背景と意義 

１．クラブのつくり方   ２．組織と運営 

３．人材と育成      ４．活動場所と施設 

５．事業計画と評価   ６．広報とＰＲ 

７．財源と財務      ８．競技力向上とクラブ 

９．プログラムとイベント 10．事務局の仕事 

 

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


▼領域別Ｑ＆Ａのページはこちらから  

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

 

●2009 年３月末に、21個のＱ＆Ａを新規に増やしました。 

【４．活動場所と施設】 

 Ｑ14．行政とタイアップして建設したクラブハウス事例は？ 

          西村 貴之 NPO法人クラブレッツ クラブマネジャー 

             （財）石川県体育協会クラブ育成アドバイザー 

 Ｑ15．公園施設を利用したクラブハウス事例は？ 

          仲里 健 （財）沖縄県体育協会クラブ育成アドバイザー 

 Ｑ16．町の体育館全体を「クラブハウス」化している事例は？ 

          武藤 哲夫（財）岐阜県体育協会クラブ育成アドバイザー 

 Ｑ17．学校の体育倉庫を利用したクラブハウス事例は？ 

          南 由佳 （社）和歌山県体育協会クラブ育成アドバイザー 

 Ｑ18．地域の自治会館を利用したクラブハウス事例は？ 

          遠藤 晃弘（財）神奈川県体育協会クラブ育成アドバイザー 

 Ｑ19．民間ビルのフロアーを借りたクラブハウス事例は？ 

          北條 種一（財）徳島県体育協会クラブ育成アドバイザー 

 Ｑ20．閉鎖した大型店舗を改装したクラブハウス事例は？ 

          半田 祐毅（財）秋田県体育協会クラブ育成アドバイザー 

 

【５．事業計画と評価】 

 Ｑ10．総合型クラブの「質的評価」とは？ 

 Ｑ11．「質的評価」の具体的な手法を教えてください。 

          南木 恵一（上記２つとも執筆） 

              （株）メディアプロ スポーツ事業部 

 

【６．広報とＰＲ】 

 Ｑ11．地元大型イベントでの効果的なＰＲ方法は？ 

          協力：横浜市総合型地域スポーツクラブ連絡協議会 

             (財)横浜市体育協会 

 Ｑ12．クラブの理念とは。参考になる表現パターンは？ 

     協力：クラブ育成アドバイザー（21年 3月時点） 

         和歌山県・南由佳、鳥取県・中村千晶、 

         神奈川県・遠藤晃弘、 

         山形県・畠山重行・五十嵐義昌、 

         宮崎県・中村義奉、佐賀県・溝口次男、 

         沖縄県・仲里健・慶田花英太 

 Ｑ13．設立趣意書とは。参考になる表現パターンは？ 

     協力：クラブ育成アドバイザー（21年 3月時点） 

         千葉県（前任）・宮崎朋子、三重県・片岡康行、 

         宮崎県・中村義奉 

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


 Ｑ14．パンフレット・チラシがうまくできません。 

 Ｑ15．パンフレット・チラシの参考になる事例は？ 

          岡本 直子（Ｑ14執筆、Ｑ15協力） 

              （株）I&SBBDO  

               インテグレイテッドコミュケーション 

                  プランニング局プランニングディレクター 

 Ｑ16．印象に残るロゴマークを作りたいのですが。  

          協力：末永陽一 市川スポーツガーデン国府台 広報企画担当 

 Ｑ17．クラブ名やロゴマークを公募して決めたいのですが。 

          外田順一 NPO法人ＹＡＳＵほほえみクラブ 元マネジャー 

              （財）滋賀県体育協会クラブ育成アドバイザー 

 

【８．競技力向上とクラブ】 

 Ｑ６．景気に左右されず地域でトップチームを支える事例は？ 

          協力：清長鐘治 NPO法人三重花菖蒲スポーツクラブ 

                  三重バイオレットアイリス運営部代表理事 

 Ｑ７．地域でプロと生涯スポーツをつなぐクラブ事例は？ 

          協力：大森崇由 NPO法人たかはら那須スポーツクラブ理事長 

                  ヴェルフェたかはら那須 

                         統括フェミニーノ監督 

 Ｑ８．総合型クラブと企業の有効な関係づくりとは？ 

          谷塚 哲 ＲＥＧＩＳＴＡ有限責任事業組合 代表 

 Ｑ９．部活動の競技力向上をクラブの協力で実現している事例は？ 

         協力：本多政則 NPO 法人クラブスポーツバイキングぶんすい 

                  事務局長 

 Ｑ10．中高年でも競技力向上をめざせるスポーツとクラブ事例は？ 

          小林 貞雄 総合型地域スポーツクラブ  

               NPO法人あさまハイランドスポーツクラブ事務局長 

 

ＳＣステーション編集委員 

     黒須 充（福島大学教授） 

     松田雅彦（大阪教育大学附属高等学校平野校舎教諭） 

 

新規Ｑ＆Ａの詳細や、これまでのＱ＆Ａは以下のＨＰからご覧ください！ 

 ▼ＳＣステーション（目次）はこちらから 

 （ページ右上から検索できます。キーワードを入れて検索をクリック） 

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

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【３】総合型クラブホームページを更新しました！ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

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


総合型クラブホームページを次のとおり、更新しました。 

従来よりコンテンツがパワーアップしています。ぜひご覧ください。  

 

●都道府県別総合型クラブ紹介 

  都道府県別に総合型クラブ（設立済・創設準備中）を掲載しています。 

  ★総合型クラブ関係者の皆様へお願い★ 

   皆様の関係している総合型クラブのＨＰアドレスを以下の e-mail 

   へお送りください。都道府県別クラブ紹介のページからリンク 

   させていただきます。★e-mail：sc-info@japan-sports.or.jp 

 

▼都道府県別総合型クラブ紹介はこちらから 

 http://www.japan-sports.or.jp/local/club/sitei.html 

 

●ＤＶＤ「総合型地域スポーツクラブのある町」動画配信開始！ 

平成 20 年３月に完成した、大変好評なＤＶＤです。 

本会のＨＰにアクセスして、動画で見られるようになりました。 

「総合型地域スポーツクラブの特徴」「総合型クラブ入門講座」を 

はじめ、全国９つのブロックから１クラブずつ紹介されています。 

各 15～20 分の映像です。ぜひご活用ください！ 

 ＜収録内容＞ 

  ◎総合型地域スポーツクラブの特徴 

  １．よりづか☆ちょいスポ倶楽部 ～たった一人の夢が地域の夢に～ 

  ２．カシオペア氷上スポーツクラブ ～地域の施設を有効活用～ 

  ３．NAGAX ～行政から市民の手へ～ 

  ４．エンジョイスポーツクラブ魚沼 ～健康寿命日本一をめざせ！～ 

  ５．西橋内文化・スポーツクラブ ～文化とスポーツの垣根を超えて～ 

  ６．くちくまのクラブ ～スポーツ少年団を中心に設立～ 

  ７．きよねスポーツくらぶ ～クラブハウスを核として活動～ 

  ８．総合クラブとさ ～ゼロからのスタート～ 

  ９．N スポーツクラブ ～学校と連携して部活動を活性化～ 

  ◎総合型クラブ入門講座 

 

▼詳しくはこちらから 

 http://www.japan-sports.or.jp/publish/video.html#dv_3 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【４】公益財団法人ヤマハ発動機スポーツ振興財団より 

                 スポーツ教材提供のご案内 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 公益財団法人ヤマハ発動機スポーツ振興財団 

 （Yamaha Motor Foundation for Sports）は、児童及び青少年のスポーツに 

http://www.japan-sports.or.jp/local/club/sitei.html
http://www.japan-sports.or.jp/publish/video.html#dv_3


 親しむ機会の拡大、体力や技術力の向上や心身の成長促進を図ることを目 

 的に、教育機関や団体へサッカーボールやストップウォッチなどスポーツ 

 教材の提供を行っています。 

 

 提供するスポーツ教材は、サッカーボール（公式球、５号球、４号球）、 

 ラグビーボール（公式球・ジュニア球）、プリンター機能付きストップ 

 ウォッチ、万歩計の計４種類とし、全国各地の幼稚園、保育園、小学校、 

 中学校、高等学校、スポーツ団体、養護学校等に幅広く募集活動を行って 

 いますので、申請してみてはいかがでしょうか。 

 

  ▼詳しくはこちらから 

 http://www.ymfs.jp/support/supply/ 

   

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【５】締切り迫る！第３回全国スポーツクラブ会議 in射水（5/23,24） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 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 

 締切り：４月 23 日（木） 

 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 

 

 ▼申込書・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 

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


 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【６】東京都「地域スポーツクラブ交流会」（3/21）開催報告 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

 平成 21 年３月 21日（土）に「地域スポーツクラブ交流会」を開催、 

 約 900 名の方々に参加していただきました。 

 この交流会は、都内の地域スポーツクラブの設立や活動を支援して 

 いる「東京都広域スポーツセンター事業」の一環として、毎年開催 

 しているものです。 

 開催の模様を写真付きで報告します。以下、ぜひご覧ください。 

 

  １．ラジオ体操からはじまる交流会（写真） 

  ２．トランポリンの外村哲也さんがゲスト（写真) 

  ３．各クラブが「クラブの自慢」をステージで披露（写真） 

  ４．実行委員会スタッフの力、最後は約半数のクラブが参加 

  ５．実行委員会形式で企画運営する効果  

     （日達礼華 前；東京都広域スポーツセンター事務局主任） 

 

▼文章全体と写真はこちらから 

http://www.japan-sports.or.jp/local/news/newsDetail.asp?newsNo=212 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【７】クラブ運営などのノウハウを学習できる日本体育協会主催 

   「公認クラブマネジャー養成講習会」のご案内(申込締切５月末日) 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

 ●養成講習会の開催について 

 日本体育協会では、総合型の地域スポーツクラブなどでクラブ運営を行う 

 「公認クラブマネジャー」の養成講習会を実施します。 

 クラブマネジャーの養成講習会は、１期から３期まで計９日間にわたり 

 「マーケティング」や「財務」等クラブ運営に欠かせないさまざまな内容 

 を学習します。 

 講習会の形式は、講師から受講者への一方的な情報伝達ではなく、受講者 

 同士のグループワークやディスカッションなど双方向的な内容が中心とな 

 ります。 

 

 また、全国各地から集まる受講者との講習会はそれぞれのクラブ間の貴重 

 な情報交換や交流の場となっています。 

 講習会終了後は、クラブを運営する際の事業計画書を作成し、検定試験 

 (事業計画のプレゼンテーション)に臨みます。 

 検定試験に合格し資格登録すると、晴れて本会公認クラブマネジャーとし 

http://www.japan-sports.or.jp/local/news/newsDetail.asp?newsNo=212


 て認定されます。 

 

 なお、本年度の養成講習会については、１期から３期まで「広島県」にて 

 開催いたします。 

 

 ～受講者の声～ 

 「事業計画書の作成を通して多方面から物事を見ることを覚えました」 

 「ちょうどスタッフ間のコミュニケーションについて悩んでいたところで、 

 大変参考になりました」 

 「全国各地の方と知り合うことができ、それだけでも貴重な体験でした」 

 

 ●受講のご案内 

 受講の申込にあたっては、下記ホームページをご参照ください。 

 また、ご不明点等ありましたら、日本体育協会スポーツ指導者育成部マネ 

 ジメント資格担当(03-3481-2226)までご連絡ください。 

 なお、申込にあたっては所属クラブ代表者による推薦状が必要となり、 

 受講申込後、受講審査がありますので、予めご了承ください。 

 

 ●その他 

 都道府県体育協会、広域スポーツセンター等において、クラブマネジャー 

 をサポートする「公認アシスタントマネジャー」の養成を実施します。 

 実際にアシスタントマネジャーの養成を実施する団体等については、 

 下記ホームページ等にてご確認ください。 

 

 ▼日本体育協会公認クラブマネジャー関係 HPはこちらから 

 クラブマネジャー： 

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

 アシスタントマネジャー： 

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

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【８】メールマガジン次号の予告  

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

 ＜特集＞クラブの人材集めと設立準備 

 ＜連載１＞若手仕事人の夢メッセージ 

 ＜連載２＞今月のひな型    ほか 

 ■発行予定日；５月 20日（水） 

 

 ▼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 

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