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◆  第５０号 平成２１年１２月２１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。 

現在の登録件数：2,540 件 

 

*******☆目次☆******************************************************** 

【１】特 集  ＜クラブの財源を考える＞ 

  （１）２種目以降割安になるユニークな月会費制と 

     「口座引き落とし」の効果  

         ～総合型地域スポーツクラブ NPO 法人 WillDo（長崎県） 

（２）財源を生む「種蒔き」としてのイベント 

         ～さんわスポーツクラブ（新潟県） 

（３）「地域の絆再生を担うのはクラブだ！」 

      スポーツ以外のジャンルからの助成・補助金獲得 

         ～烏山スポーツユニオン（東京都） 

（４）助成金でお金を生み出す方法 

         ～榎 敏弘（NPO法人クラブレッツゼネラルマネジャー） 

（５）事業の自立を促す助成金制度を目指す 

     笹川スポーツ財団  

  ★情報★ 財源情報一覧表を作成・提供  

         ～ひろしま広域スポーツセンター 

【２】クラブ面白写真館  

         ～「とよおか総合型地域スポーツクラブ」（長野県） 

【３】のびのび田舎のクラブ紹介  

         ～ヨロン島スポーツクラブ（鹿児島県） 

【４】今月のひな型  

         ～指導者の共通ルール 『指導者規約』 

【５】メールマガジン次月号の予告 

 

★寄稿★ ドイツ人にとって「クラブ」とは何か 

         ～亀野陽太郎（NPO法人ニッポンランナーズクラブマネジャー） 

★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！ 

  ●生涯スポーツ全国会議 2010 開催のお知らせ 

  ●総合型クラブ育成推進フォーラム in青森が新聞に大きく掲載されました！ 

  ●総合型クラブ育成推進フォーラム in奈良開催のご案内 

  ●日本体育・スポーツ経営学会第 36回研究集会開催のご案内 

  ●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  ＜クラブの財源を考える＞ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

■■■■■ 

■総合型クラブの問題・課題で、最も多いのが「財源」です。 

何かをするためには、お金はたしかに必要で重要なものです。 

 

しかし、「お金がない」と考えてしまうと思考と行動は停止します。 

 

はじめにお金ありきの予算消化型ではなく、 

お金を得る回路を増やし、いかに手堅く継続的に得るか、 

少ないお金を元手に、いかに増やすか、効果をあげるか、 

そのために何をしておくかなど、戦略的な思考がぜひとも必要です。 

 

そこで、今回の特集では、工夫しているクラブの事例や、 

助成金からいかにお金を生み出すか、 

各種助成金情報も含めてご紹介します。 

 

ぜひご覧ください！ 

 

 

■（１）２種目以降割安になるユニークな月会費制と 

     「口座引き落とし」の効果  

         ～総合型地域スポーツクラブ NPO 法人 WillDo（長崎県） 

 

  ▼文章全体はこちらから 

  http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20091221174052_4.pdf 

 

 

■（２）財源を生む「種蒔き」としてのイベント 

         ～さんわスポーツクラブ（新潟県） 

 

  ▼文章全体と写真はこちらから 

  http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20091221174052_5.pdf 

http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20091221174052_4.pdf
http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20091221174052_5.pdf


 

 

■（３）「地域の絆再生を担うのはクラブだ！」 

      スポーツ以外のジャンルからの助成・補助金獲得 

         ～烏山スポーツユニオン（東京都） 

 

  ▼文章全体はこちらから 

  http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20091221174052_6.pdf 

 

 

■（４）助成金でお金を生み出す方法 

         ～榎 敏弘（NPO法人クラブレッツゼネラルマネジャー） 

 

  ▼文章全体はこちらから 

  http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20091221174052_7.pdf 

 

 

■（５）事業の自立を促す助成金制度を目指す笹川スポーツ財団  

 

  ▼文章全体はこちらから 

  http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20091221174052_8.pdf 

 

 

★情報★ 財源情報一覧表を作成・提供  

              ～ひろしま広域スポーツセンター 

 

助成金・補助金など財源の多くは、全国から申請できますが、 

なかには地域独自のものもあります。 

地域ごとに一覧表になった財源情報は、クラブにとって 

１つ１つ調べる手間が省けるなど、大変ありがたい情報です。 

 

広島県の広域スポーツセンターでは昨年から、クラブが活用できる 

指導者派遣や各種助成金の情報をクラブに配布し、HPにも掲載しています。 

（下記、リンク参照） 

 

指導者派遣は、特に専門的な指導者を派遣するという明確な目的のもと、 

謝金や旅費付きで派遣してくれるため、イベントなどで活用でき、 

クラブは、その分の経費を縮減できます。 

著名な指導者・講師であれば一般住民向けの広報にも役立ち、一石二鳥です。 

 

この一覧表には、事業名・HP、団体名、事業主体、助成割合、対象経費、 

申請・内定時期などの項目に加えて、県内で近年その事業を活用した 

http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20091221174052_6.pdf
http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20091221174052_7.pdf
http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20091221174052_8.pdf


実績のあるクラブ名・地域名も掲載しています。 

 

クラブが新たに申請や手続きをする際、派遣や助成を受けた実績のある 

先輩クラブがわかると、いろいろ相談できて心強いですね。 

 

既に作成の地域もありますが、以下のような財源情報一覧表を、 

毎年、都道府県単位で作成し、情報を共有していきたいものです。 

 

  ▼ひろしま広域スポーツセンター「各種指導者派遣制度」「各種助成制度」 

  「ひろしま広域スポーツセンターが把握する指導者派遣事業一覧」（平成 21年 11 月現在） 

  「ひろしま広域スポーツセンターが把握する助成事業一覧」（平成 21年 11月現在) 

  http://www.pref.hiroshima.lg.jp/kyouiku/kouiki/09/pdf/jyosei_ichiran_h21.11.pdf 

 

なお、上記のほか、以下の財団・企業が行っている助成金事業は、 

総合型クラブ活動の一助となることが想定されます。 

  ▼「日本たばこ産業（株）」 

  http://www.jti.co.jp/csr/contribution/social/npo/index.html 

  ▼「（財）ライフスポーツ財団」 

  http://www.lspf.or.jp/josei.html 

  ▼「（財）キリン福祉財団」 

  http://www.kirin.co.jp/foundation/ 

  ▼「NPO法人市民社会創造ファンド」 

  http://www.civilfund.org/      など 

 

  ▼NPO の助成金情報（最新）はこちらから（NPOWEB） 

  http://www.npoweb.jp/modules/subsidy/index.php?content_id=1 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【２】クラブ面白写真館  

      第 4回 「とよおか総合型地域スポーツクラブ」（長野県） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◆◆◆◆◆ 

◆6月から隔月で始まった「クラブ面白写真館」。 

「クラブって、いいな～」「楽しそうだな～」 

そんな写真とエピソードを、クラブの紹介を交えてお届けします。 

 

第 4 回は、人口 7,000 人、「小さな村の小洒落たクラブ」が合言葉の 

ヨーロッパの香り（？）がする「とよおか総合型地域スポーツクラブ」。 

 

「人」が動けば「人」が集まり、そこに輪ができ、それが「クラブ」。 

「人」に合わせて、形を変えられるのもクラブのよさ、と。 

http://www.pref.hiroshima.lg.jp/kyouiku/kouiki/09/pdf/jyosei_ichiran_h21.11.pdf
http://www.jti.co.jp/csr/contribution/social/npo/index.html
http://www.lspf.or.jp/josei.html
http://www.kirin.co.jp/foundation/
http://www.civilfund.org/
http://www.npoweb.jp/modules/subsidy/index.php?content_id=1


 

写真に写るかわいい子どもたちも輪に加わっているのですね☆ 

 

  ▼写真と文章全体はこちらから 

  http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20091221174344_4.pdf 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【３】のびのび田舎のクラブ紹介   

            ～ヨロン島スポーツクラブ（鹿児島県） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

■■■■■ 

■人口数・密度が低く、過疎化や高齢化が進む地域では、 

クラブ創設・運営に苦労している関係者は少なくありません。 

 

過疎地と言えばマイナスの印象ですが、 

環境をプラスに捉え、工夫して立ち上げ、 

運営している事例もあります。 

 

今月は鹿児島県の「ヨロン島スポーツクラブ」。 

クラブのある与論島は、いわゆる離島。 

鹿児島県の最南端にある、人口 5,571人の小さな島です。 

 

島の美しい海・砂浜緑等島全域をフィールドとして 

活用しています（写真は必見！）。 

   

人材育成により、地域に貢献する人材バンクをめざし、 

観光客向けの事業展開も視野に入れてがんばっています！ 

 

ぜひご覧ください！ 

 

  ▼文章全体と写真はこちらから 

  http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20091221174452_4.pdf 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【４】今月のひな型  

         ～指導者の共通ルール 『指導者規約』 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◆◆◆◆◆ 

◆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。今月は、『指導者規約』です。 

http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20091221174344_4.pdf
http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20091221174452_4.pdf


 

指導が伴うクラブの現場では、指導者は重要な役割を担っています。 

しかし、多くのクラブは指導する現場が多数あり、 

指導者の様子をいつも見ることはできません。 

そこで、大事になるのが、『指導者規約』です。 

 

『指導者規約』は、指導者の共通ルールを示したもの。 

盛り込まれる項目の実行を、指導者はクラブに約束します。 

 

ぜひ参考にしてみてください！ 

 

  ▼文章全体と『指導者規約』の事例はこちらから 

  http://www.japan-sports.or.jp/local/news/newsDetail.asp?newsNo=267 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【５】メールマガジン次号の予告   

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

  ＜特集＞クラブが取り組む社会貢献活動 

  ＜連載＞若手仕事人の夢メッセージ（隔月） 

      アドバイザーのおススメ・クラブ、今月のひな型  など 

 

  ■発行予定日；平成 22年１月 20日（水） 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

★寄稿★ ドイツ人にとって「クラブ」とは何か 

       ～亀野陽太郎 NPO 法人ニッポンランナーズ クラブマネジャー 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

今年より、日体協クラブマネジメント指導者海外研修事業を 

toto 助成事業で実施しています。 

 

全国より集まった 15名の団員が、10/27～11/2、ドイツへ出向き、 

地域スポーツクラブに関する講義・視察による研修を行いました。 

今月、来月と、研修レポートを連載します。 

 

今月は、亀野氏によるレポートです。 

「たった一週間で何がわかる!?」という理事の言葉を胸に、 

限られた時間の中で、様々な事を貪欲に持ち帰ってきました。 

 

時代の変化と共にクラブ自身の変化も必要であり、 

http://www.japan-sports.or.jp/local/news/newsDetail.asp?newsNo=267


「やりやいことが、もっと楽しめるように」努力する 

ドイツ人の姿勢を学びました。 

 

そして、日本にクラブが根付くためは、 

様々な課題解決に取り組むことにより、出来るだけ多くの人にとって 

『なくてはならないもの』としての存在に成り得るかに掛っていると、 

提言されています。 

 

  ▼文章全体と写真はこちらから 

  http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20091221175303_4.pdf 

 

  ▼NPO 法人ニッポンランナーズＨＰ 

  http://www.nipponrunners.or.jp/ 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

★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 

 

 

●生涯スポーツ全国会議 2010 開催のご案内 

  生涯スポーツ関係団体の各界各層の人々が一堂に会し、 

  生涯スポーツ振興のための現状及び課題について、 

  研究協議や意見交換を行い、相互理解を深め、 

  関係者間の協調・協力体制の強化と 

  生涯スポーツ振興の気運の醸成を目的として開催されます。 

  参加申し込みは下記ＨＰをご確認ください。 

 

  主催：文部科学省 

     生涯スポーツ全国会議実行委員会 

  期日：平成 22 年２月４日（木） 

  ▼詳細はこちらから 

http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20091221175303_4.pdf
http://www.nipponrunners.or.jp/


  http://www.japan-sports.or.jp/event/convention.html 

 

 

●総合型クラブ育成推進フォーラム in青森が新聞に大きく掲載されました！ 

  ９月 13日に青森市にて行われた、総合型クラブ育成推進フォーラム 

  の開催概要が、東奥日報に大きく掲載されました。 

  前全日本女子バレーボールチーム監督の柳本晶一さんの講演と 

  パネルディスカッションが行われました。 

  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） 

  http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20091221144718_4.pdf 

 

 

●総合型クラブ育成推進フォーラム in奈良開催のご案内 

  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、奈良県生駒市での開催のご案内です。 

  詳細については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 奈良】 

   日時：平成 22年１月 16日(土) 13：30～ 

   於：奈良県・生駒市 生駒市中央公民館 

   http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20091221145209_4.pdf 

 

 

●日本体育・スポーツ経営学会第 36回研究集会開催のご案内 

  標記研究集会が、日本体育・スポーツ経営学会の主催により開催されます。 

  「総合型地域スポーツクラブ経営の本質を問う 

  －互助・共助システムとしてクラブを育てる－」を全体テーマに講演、 

  情報提供、パネル・ディスカッションが行われます。 

  興味がある方は、ぜひご参加ください。 

 

  主 催  日本体育・スポーツ経営学会  

  日 時  平成 22年 1月 24日（日）10:00～16:30  

  場 所  早稲田大学早稲田キャンパス 22 号館 202 室 

 

  ▼開催要項、参加申込みはこちらから 

  http://wwwsoc.nii.ac.jp/jsmpes/ 

 

http://www.japan-sports.or.jp/event/convention.html
http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20091221144718_4.pdf
http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20091221145209_4.pdf
http://wwwsoc.nii.ac.jp/jsmpes/


 

 

●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。 

  おかげさまで、現在 2,500以上の登録をいただいております。 

 

  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◆ 
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