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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。 

現在の登録件数：2,355 件 
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【２】若手仕事人の夢メッセージ（鹿内 葵さん） 

【３】アドバイザーのおススメ・クラブ ＜NEW!＞ 
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【５】メールマガジン次月号の予告 

★お知らせ★ 

  ●メルマガ本文の文字の大きさ調整 ～お手元のパソコンで設定できます 

  ●第１回ブロック別クラブミーティング開催報告 

  ●日本体育協会創立 100周年記念事業  

             小・中学生「絵画・作文コンクール」作品募集中！ 

  ●一般社団法人東京スポーツリンク（TSLink、理事長 桑田健秀）発足！ 

  ●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 ＜気をつけよう！ 設立の失敗とトラブル＞ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

■■■■■ 

■クラブづくりは、新しいチャレンジであり試行錯誤がつきものです。 

 

「取り組むこと」自体に意味があり、設立へのプロセスや、 

改善しながら継続していく活動が、クラブにとって重要です。   



 

悩みながらも前向きに続けている限り、失敗は一切ありません！  

 

しかし、なるべく悪くならないように、致命的な失敗をしないよう 

に進めていきたいと思う気持ちは、誰にでもあります。 

 

「成功事例ばかりでなく失敗事例を知りたい」という声もあります。 

 

そこで今月は、設立がうまくできなかった、また、軌道に乗らず 

休眠状態になった事例から学ぶ、という特集を組みました。 

 

全国のクラブ育成アドバイザーのご協力により、クラブ名は無記名で、 

どのような事例があるのか、情報をお寄せいただきました。 

 

事例のなかに多く出てくる原因順に、第１位から５位の順位を 

編集サイドでつけ、また、「設立後のトラブル」も加え、 

中央・地方企画班の方々から多様な視点でアドバイスをいただきました。 

 

ぜひ、ご覧ください！ 

 

 

■【設立の失敗編】■ 

        

■第１位 行政など担当者の異動    

 

設立前の先導役である行政担当者や学校長などに人事異動があり、 

その後、クラブを創り運営する人材が地域で育たず（発掘できず）、 

住民側の自主的な行動が起きないまま休眠状態になってしまった。 

 

  ▼アドバイスはこちらから 

  http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20090721201410_4.pdf 

 

 

■第２位 既存団体等の反発や不調和 

 

設立準備委員会開催前後の段階で、発言力の大きな団体から 

批判的な意見や反発があり準備委員会を進めていけなくなった。 

既存の活動が活発な地域ほど起こりやすいようだ。 

 

  ▼アドバイスはこちらから 

  http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20090721201410_5.pdf 

 

http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20090721201410_4.pdf
http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20090721201410_5.pdf


 

■第３位 キーマンや個人が孤立  

 

創設活動を始めたものの地域の協力を得られず、個人の負担ばかり 

大きくなり頓挫した。人間関係がうまくいかなくなった例も。 

また、個性の強いキーマンは、熱意を注ぐあまり独断的になり 

周囲がついていけず、地域への浸透も図れなかった。 

 

  ▼アドバイスはこちらから 

  http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20090721201410_6.pdf 

   

 

■第４位 合併や予期せぬ事の遭遇 

 

設立前後に市町村合併があり、これをきっかけに休眠状態に陥る。 

また、支援者（企業など）の予期せぬ撤退や、予定外の出来事・ 

変化などで計画通りに進まなくなり、設立が立ち行かなくなった。 

 

  ▼アドバイスはこちらから 

  http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20090721201410_7.pdf 

 

 

■第５位 住民が集まらない・理解されない 

 

住民のニーズを汲み取らず魅力がなく、人が集まってこない。 

そもそも受益者負担がなじまずスポーツに関心も薄い地域のため、 

「総合型地域スポーツクラブ」の活動が理解されない。 

 

  ▼アドバイスはこちらから 

  http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20090721201410_8.pdf 

 

 

■【設立後のトラブル編】■ 

 

  ■メリットがなくなった後、会員が激減してしまった・・   

  ■イベント等の中止の連絡が徹底できず、苦情がきてしまった・・   

  ■理事会の崩壊やスタッフ間の分裂がおこってしまった・・ 

  ■頼りにしていたクラブマネジャーが急にやめてしまった・・  

  ■クラブで起こった事故・けがの事例 

 

  ▼文章全体はこちらから 

  http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20090721201410_9.pdf 

http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20090721201410_6.pdf
http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20090721201410_7.pdf
http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20090721201410_8.pdf
http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20090721201410_9.pdf


 

 

■「失敗やトラブル」情報をお寄せください！ 

   

  「うちの地域（クラブ）にもあったなあ、こんなこと・・」と 

  頭に浮かんだ方、名称は伏せて OK、以下情報をお寄せください！ 

   

   ▼sc-info@japan-sports.or.jp 
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【２】若手クラブ仕事人の夢メッセージ （鹿内 葵さん） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◆◆◆◆◆ 

◆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。 

若さは実年齢と関係ありませんが、ここでの「若手」は 35 歳位以下。 

 

今月は NPO法人スポネット弘前（青森県弘前市）クラブマネジャー、 

31 歳の鹿内葵さんです。 

 

◆「夢を持つのが悪いのか！」 

 

「そんな理想のクラブ、お前みたいな若いやつにつくれるわけ 

ないだろ！」と言われ、６年が経ちました。 

   

「スポーツで創る元気なまち」という理念の下、設立した当初は、 

とてもとても小さいクラブでした。 

   

  現在では、約 400名の会員、スタッフ会員は 50名以上おり、 

高校生から 70歳まで、年齢も職種も様々な方が関わっています。 

 

◆「夢を語る」＋α 

   

  今年からは、いよいよ、クラブマネジャーの私が常勤となり、 

事務局の体制も徐々にではありますができつつあります。 

   

  常勤になってからは、「経営感覚」をもっと身に付けなければ 

ならないと日々、実感しています。 

 

◆「夢の引継ぎ」 

   

  活動に参加してくれた子ども達の中から、今度はスタッフと 



して、指導やクラブの運営に関わってくるようになってきました。 

   

  ようやく循環していける体制ができつつあるかなと思っています。 

   

  ▼文章全体はこちらから 

  http://www.japan-sports.or.jp/local/news/newsDetail.asp?newsNo=224 

 

  ▼スポネット弘前 HPはこちらから 

  http://www.sponet-h.com/ 

 

  ▼スポネット弘前ブログはこちらから 

  http://blog.livedoor.jp/sponet_hirosaki/ 
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【３】アドバイザーのおススメ・クラブ ＜NEW!＞ 

    ～女性スタッフが活躍する笑顔の絶えないクラブ 

     「さざなみスポーツクラブ」（滋賀県） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

■■■■■ 

■地域を巡るクラブ育成アドバイザーの肥えた眼で見出された 

「読者の皆様に、ぜひ知ってほしい！」キラリと光るクラブを、 

隔月でご紹介します。 

 

今月は滋賀県アドバイザー河北純子さんのおススメ・クラブです。 

 

「さざなみスポーツクラブ」（野洲市）は、平成 15年設立、 

会員数 558人、予算規模約 700 万円のクラブです。 

 

地区人口 12,000 人の、田園風景の広がる農村地帯にあります。 

 

マネジャーも事務局長も女性という、女性パワー全開のクラブ。 

自然体でクラブを大切にしている女性２人の現場の声（Q&A）付き。 

 

▼文章全体と写真はこちらから 

http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20090721180700_4.pdf 

 

▼河北純子氏のプロフィールはこちらから 

http://www.japan-sports.or.jp/local/outline/adviser/25.html 
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【４】今月のひな型 ～「エンジョイスポーツクラブわかやま」 

              （和歌山県）の保険請求手順チャート 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◆◆◆◆◆ 

◆新年度からの連載では、クラブの運営で使う様々な書類などの 

「ひな型」を取り上げています。 

 

事故やけがは、予想外の「まさか」の時に起こるものです。 

 

「保険をかけているから大丈夫」と思いがちですが、 

保険の適用条件や状況による保険金額を、会員がよく知らず、 

トラブルが起こることもあります。 

 

「エンジョイスポーツクラブわかやま」では、保険の請求手順を 

1 枚紙にチャート化したものを「保険請求マニュアル」として、 

入会時、全会員に配布。保険やけがへの対処の啓発をしています。 

 

  ▼文章全体とひな型はこちらから 

  http://www.japan-sports.or.jp/local/news/newsDetail.asp?newsNo=225 
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【５】メールマガジン次号の予告   

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

  ＜特集＞はじめての会員募集＆会員継続の工夫 

  ＜連載＞クラブ面白写真館（ＳＡスポーツクラブ・山口）   

      のびのび田舎のクラブ紹介（NEW）  など 

 

■発行予定日；８月２０日（木） 
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★お知らせ★ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

●メルマガ本文の文字の大きさ調整 ～お手元のパソコンで設定できます 

 

メルマガ本文の文字が小さかったり、大き過ぎたり、 

読みにくい場合は、次の方法で文字の大きさが変更できます。 

   

  １）文字の大きさを変更したいメールのツールバーにある 

    「表示」をクリック 

  ２）「文字のサイズ」を選択 

http://www.japan-sports.or.jp/local/news/newsDetail.asp?newsNo=225


  ３）「最大、大、中、小、最小」のいずれかを選択する。 

 

 

●第１回ブロック別クラブミーティング開催報告 

 

６月、全国で第１回クラブミーティング順次開催されました。 

各地での活発な情報交換や話し合いが行われた内容をご報告します。 

ぜひご覧ください！ 

 

北海道ブロック：6月 28日（日）於：札幌市・北海道立総合体育センター 

  http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20090721182046_4.pdf 

関 東ブロック：6月 6日（土）於：東京都・岸記念体育会館 

  http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20090721182046_5.pdf 

北信越ブロック：6月 13日（土）於：長野市・ホテル信濃路 

  http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20090721182046_6.pdf 

東 海ブロック：6月 20日（土）於：名古屋市・愛知県教育会館 

  http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20090721182046_7.pdf 

中 国ブロック：6月 7日（日）於：米子市・国際ファミリープラザ 

  http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20090721182046_8.pdf 

四 国ブロック：6月 21日（日）於：徳島市・アスティとくしま 

  http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20090721182046_9.pdf 

九 州ブロック：6月 13日(土）於：大分市・大分県総合社会福祉会館 

  http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20090721182046_10.pdf 

 

 

●日本体育協会創立 100周年記念事業  

        小・中学生「絵画・作文コンクール」作品募集中！ 

 

本会では、創立 100周年記念事業の一環として、小学生・中学生を 

対象とした「絵画・作文コンクール」を実施します。 

スポーツをすることの楽しさ、素晴らしさなどを「絵画」や「作文」 

で表現してみませんか？ 

 

  ▼詳細はこちらから 

  http://www.japan-sports.or.jp/jasa100th/project/contest.html 

 

 

●一般社団法人東京スポーツリンク（TSLink、理事長 桑田健秀）発足！ 

 

TSLink の設立に伴い、7月 13日、岸記念体育会館にて発足式と記者会見が 

開催され、予定以上の約 80名（マスコミ 10 社を含む）が集まるという盛 

会でした。 

http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20090721182046_4.pdf
http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20090721182046_5.pdf
http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20090721182046_6.pdf
http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20090721182046_7.pdf
http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20090721182046_8.pdf
http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20090721182046_9.pdf
http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20090721182046_10.pdf
http://www.japan-sports.or.jp/jasa100th/project/contest.html


TSLink は、東京のスポーツ界全体を活性化させる「民」の組織です。 

総合型クラブはもちろん、行政、企業、大学、プロ・トップスポーツを 

つなぐ地域の連携・調整役として機能します。また、芸術、環境、福祉 

などの異分野とスポーツのかけ合わせで東京のスポーツを盛り上げ、 

新しい未来を創造することを目指します。 

アドバイザーには、荻原健司氏、黒須充氏、杉山茂氏を迎え、スポーツ 

基金事業などの事業内容を現在検討中です。 

今後の活動にご注目ください！ 

 

  ▼TSLinkのホームページはこちらから 

  http://tokyosportslink.jp/?page_id=12 

 

 

●公式メールマガジンへの登録をお勧めください！ 

  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。 

  おかげさまで、現在 2,300登録をいただいております。 

 

  このメールマガジンは、関係者はもちろん、クラブに少しでも 

  関心のある方、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。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 ☆★☆   

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 

                   

http://tokyosportslink.jp/?page_id=12
http://www.japan-sports.or.jp/local/mail/index.html


◆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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