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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４７号 平成２１年９月２４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。 

  現在の登録件数：2,433件 
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【１】特 集  ＜行政とのいい関係＞ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

■■■■■ 

■クラブの創設・運営には、行政の協力や協働が欠かせません。 

お金に限らず、施設や広報面、協働事業なども含まれ、 

基本は、お互いに情報交換・相談できる関係が望まれます。 

 

さらに、総合型クラブという新しい存在を活用して、 

地域のスポーツ環境を改革・充実していく機能が期待されます。 

そのための「いい関係」が必要です。 

 

しかし、行政の対応には地域差があり苦労しているクラブは 

少なくありません。 

 

「何をどこまで支援したらいいのか、どうやって連携・協働 

していくのかわからない」という行政関係者もいます。 

「自立」を「放任」と取り違えたり、 

住民側が行政に依存して主体性が育たないケースもあります。 

 

そこで、様々なかたちで「行政とのいい関係」をもつクラブの 

４つの事例を紹介します。 

 

行政、クラブ、それぞれの立場から、いい関係を築くコツも 

見ていただきます。 

 

目からウロコです。ぜひ、ご覧ください！ 

 

 

◆『行政とのいい関係』４つの事例◆ 

   

■（１）協働イベントで得意分野を活かし合う 

         ～まほろばクラブ南国（高知県南国市） 

  ▼文章全体と写真はこちらから 

  http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20090924153427_4.pdf 

 

http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20090924153427_4.pdf


■（２）「じわじわ」作戦でいい関係に  

         ～長与スポーツクラブ（長崎県西彼杵郡長与町） 

  ▼文章全体はこちらから 

  http://www.japan-sports.or.jp/local/news/newsDetail.asp?newsNo=239 

 

■（３）行政事業をクラブが主催し大きな成果 

         ～クラブ幸手（埼玉県幸手市） 

  ▼文章全体はこちらから 

  http://www.japan-sports.or.jp/local/news/newsDetail.asp?newsNo=240 

 

■（４）「まずやってみよう！」のパワーが行政を動かす 

         ～川添なのはなクラブ（大分県大分市） 

  ▼文章全体と写真はこちらから 

  http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20090924154043_4.pdf 

 

■『行政とのいい関係』にむけて、 

           行政、クラブは何をすればいいのか 

   ～奥松成安（地方企画班員、真幸ホットほっとクラブ 理事） 

  ▼文章全体はこちらから 

  http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20090924154206_4.pdf 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【２】若手クラブ仕事人の夢メッセージ（渡辺靖代さん） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◆◆◆◆◆ 

◆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。 

 

今月は、チャオ白川スポルトクラブ（岐阜県白川町）事務局の 

渡辺靖代さんです。 

 

◆これからの目標 

 

私のモットーは“やってみなきゃ分からない”です。 

このクラブに関わることも、よく分からないけどやってみよう！ 

という気持ちでやってきました。 

 

クラブ設立２年目、課題は山積みです。 

しかし、これらを一つずつクリアしていくのも運営をしていく 

目標ですし、楽しみでもあります。 

 

運営委員は人数も限られていますが、会員の声を大切にしながら、 

http://www.japan-sports.or.jp/local/news/newsDetail.asp?newsNo=239
http://www.japan-sports.or.jp/local/news/newsDetail.asp?newsNo=240
http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20090924154043_4.pdf
http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20090924154206_4.pdf


知恵をしぼって問題に取り組んでいきたいです。 

   

３年後、５年後、10年後・・・クラブが存続し、 

“チャオ白川スポルトクラブがなくっちゃ困る” 

というクラブでありたいです。 

指導者としても、スポーツの楽しさを伝えていきたいです。 

   

“ＮＯ ＦＵＮ ＮＯ ＳＰＯＲＴＳ！” 

楽しくなくちゃスポーツじゃない！ 

   

  ▼文章全体はこちらから 

  http://www.japan-sports.or.jp/local/news/newsDetail.asp?newsNo=243 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【３】アドバイザーのおススメ・クラブ 

    File２ 「こころのバリアフリー」をめざして！！ 

            ～さらスポーツクラブ（香川県） 

    File３ 地域の宝「大学施設」「人材」を活用 

            ～いきいき大東スポーツクラブ（大阪府） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

■■■■■ 

■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。 

 

■File２ 「こころのバリアフリー」をめざして！！ 

            ～さらスポーツクラブ（香川県） 

 

香川県のアドバイザー大山晶子さんのおススメ・クラブです。 

「さらスポーツクラブ」（高松市）は、平成 21年４月に設立 

されたばかりのクラブです。 

 

「さら」とは、香川県の方言で「新しい」という意味。 

 

「スポーツの楽しさはもとより、お互いを理解し、助け合える 

環境（心のバリアフリー）を創っていく」という想いで、 

障がい者を含む全ての人々が、みんなで一緒に楽しめるクラブ 

をめざしています。 

 

  ▼文章全体と写真はこちらから 

  http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20090924154916_4.pdf 

http://www.japan-sports.or.jp/local/news/newsDetail.asp?newsNo=243
http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20090924154916_4.pdf


 

  ▼大山晶子氏のプロフィールはこちらから 

  http://www.japan-sports.or.jp/local/outline/adviser/36.html 

 

 

■File３ 地域の宝「大学施設」「人材」を活用 

         ～いきいき大東スポーツクラブ（大阪府） 

 

大阪府のアドバイザー祐末ひとみさんのおススメ・クラブです。 

「いきいき大東スポーツクラブ」（大東市）は、平成 21年２月に、 

大東市と大阪産業大学により、「スポーツを通じてのまちづくり」 

をめざして設立されました。 

 

「大学」という地域資源を存分に活用し、医学など専門性に 

裏付けられた健康づくりができることがこのクラブの特徴です。 

 

学生を巻き込んだ運営を現在構想中。クラブを通して、大学は 

社会貢献、学生は実践の場、住民はコミュニティの場となるよう 

クラブを育んでいるところです。 

 

  ▼文章全体と写真はこちらから 

  http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20090924154916_5.pdf 

 

  ▼祐末ひとみ氏のプロフィールはこちらから 

  http://www.japan-sports.or.jp/local/outline/adviser/27.html 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【４】今月のひな型 ～「青谷スポーツクラブ」（鳥取県）の 

            低出席・退会者対象アンケート調査 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◆◆◆◆◆ 

◆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。 

 

今月と来月は、「調査」モノをとりあげます。 

 

アンケート調査をすると、住民や会員のニーズ、参加見込み、 

入会の効果などがわかります。 

 

青谷スポーツクラブは、出席率の低い会員や、退会した会員に 

対してもアンケート調査を行いました。 

http://www.japan-sports.or.jp/local/outline/adviser/36.html
http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20090924154916_5.pdf
http://www.japan-sports.or.jp/local/outline/adviser/27.html


 

クラブ設立後は、会員の継続率を高め、退会率を減らすことが、 

安定的な経営に向けて重要な課題になります。 

 

低出席・退会の理由や、そうした人の属性・傾向をつかみ、 

今後の運営に活かすことは大変有効な対策になります。 

 

  ▼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=245 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【５】メールマガジン次号の予告   

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

  ＜特集＞体協・スポ少から育った総合型クラブ 

  ＜連載＞クラブ面白写真館、のびのび田舎のクラブ紹介  など 

 

  ■発行予定日；１０月２０日（火） 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

  ★寄稿★  NPO法人スポーツクラブディアマンテ(大阪府）  

              ～設立 10周年パーティの報告 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

■■■■■ 

■1999 年に大阪府岸和田市に設立した NPO法人スポーツクラブディアマンテが、 

今年 2 月に設立 10 周年を迎えました。 

 

たくさん苦労した分、たくさんの喜びがある。 

そんな 10 年分の思いがこめられたクラブハウスリポートです。 

 

寄稿にあたり、事務局の藤浪久美子さんからは、「クラブも 11年目に突入し、 

今後の夢も益々膨らんできました。」とメッセージもいただきました。 

 

NPO 法人スポーツクラブディアマンテの 11年目はスタートしたばかりです。 

 

  ▼文章全文はこちらから 

  http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20090924155250_4.pdf 

 

  ▼NPO 法人スポーツクラブディアマンテＨＰ 

  http://www.1999diamante.com/ 

 

http://www.japan-sports.or.jp/local/news/newsDetail.asp?newsNo=245
http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20090924155250_4.pdf
http://www.1999diamante.com/


 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

  ★お知らせ★ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

●メールマガジンのご意見・感想、ご希望をお寄せください！ 

 

いつもご愛読いただき、ありがとうございます。 

 

ご意見・感想はもちろん、「こんなテーマや情報をとりあげてほしい」 

ということがありましたら、以下お気軽にお寄せください！ 

 

  ▼送付先メールアドレスはこちら 

  sc-info@japan-sports.or.jp 

 

 

●「スポーツクラブ２１ひょうご」全県クラブサミット報告  

 

既に全ての小学校区に総合型地域スポーツクラブが設置されている 

兵庫県において、８月 30日に、県内の総合型地域スポーツクラブが 

一堂に介する全県クラブサミットが開催されました。  

多くの方が参加され、クラブの充実・発展のため、活発な交流、情 

報交換がなされました。 

 

  ▼全県クラブサミットの内容・詳細はこちらから 

  http://www.hyogo-c.ed.jp/~taiiku-bo/zenkenkurabusamitto.html 

 

 

●ポスター展を開催します～クラブのポスター・チラシ募集中 

        （NPO 法人ＳＥＩＢＵスポーツクラブ・富山県）  

NPO 法人ＳＥＩＢＵスポーツクラブは、１０月に 

「健康ポスター展」の開催を企画しています。 

ポスター展開催にあたり、ポスターやチラシなど、 

総合型地域スポーツクラブを紹介しているものや、 

健康に関する啓発物を幅広く募集いたします。 

ご協力ができるクラブは、１０月５日（月）までに 

ＳＥＩＢＵスポーツクラブへご連絡ください。 

詳細は下記をご覧ください。 

 

【事 業 名】ＳＥＩＢＵスポーツクラブ「健康ポスター展」  

       ～ 健康への案内人 ―パート２― ～ 

【開催場所】砺波市温水プール前通路及び砺波市温水プールロビー 

http://www.hyogo-c.ed.jp/~taiiku-bo/zenkenkurabusamitto.html


【主  催】NPO法人ＳＥＩＢＵスポーツクラブ  

【開催日時】平成２１年１０月１２日（月・祝）～１０月２５日（日） 

【内  容】昨年、～健康への案内人－パート１－～として、 

       総合型地域スポーツクラブの活動を紹介した写真展を 

       開催した企画のパート２として、より一層健康意識の 

       高揚を図ること、また総合型地域スポーツクラブの役割と 

       重要性を再認識するために実施します。 

【連 絡 先】〒939-1313 富山県砺波市柳瀬２４１番地  

       富山県西部体育センター内 

       NPO 法人ＳＥＩＢＵスポーツクラブ  

       担当：事務局長 室永 氏まで 

        TEL：0763-33-3412／FAX：0763-33-5840 

       MAIL：seibu-club@sportsnet.pref.toyama.jp 

       HP URL：http://www.sportsnet.pref.toyama.jp/member/seibu/club/ 

【そ の 他】提供いただきましたポスターはパネルに入れ展示します。 

       展示にご協力いただきましたポスターは、 

       展示後返却してほしいということがありましたら 

       その旨お知らせください。 

 

 

●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 2,400余の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。 

http://www.sportsnet.pref.toyama.jp/member/seibu/club/


   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◆ 
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