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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５１号 平成２２年１月２０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：2,558 件  

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

  〓本年もどうぞよろしくお願いいたします！〓2010 年１月〓 

 

【１】特 集 ＜クラブが取り組む社会貢献活動＞ 

  （１）クラブの理解と知名度を上げる「挨拶＆交通立ち番」「清掃活動」 

             ～赤松スポーツクラブ・シャチ（佐賀県） 

  （２）フォルダ流「エコキャップ回収活動！」 

             ～ＮＰＯ法人フォルダ（岩手県） 

  （３）子どもたちの笑顔と握手に涙する「地域の高齢者施設の訪問」 

             ～ジョータロークラブ（栃木県） 

  （４）期待以上の効果あり。 

     既存教室・大会に「安全・救急講習会」を取り込む 

             ～はなわふれあいスポーツクラブ（福島県） 

  （５）地域一体イベントで皆元気になる「どろんこバレーボール大会」 

             ～柵原星の里スポレク倶楽部（岡山県） 

  （６）地域の伝統文化の復興と承継をめざして  

             ～しおみクラブ（愛媛県） 

【２】若手仕事人の夢メッセージ（松本伸也さん） 

【３】アドバイザーのおススメ・クラブ 

    File５ 人生の先輩方による心温まるクラブ！ 

             ～南光台東エンジョイ倶楽部（宮城県） 

    File６ からだ「元気」！こころ「健康」！そして「笑顔」！ 

             ～Ｋ－Ｆｒｉｅｎｄｓ（徳島県） 

【４】今月のひな型 

         ～事務局スタッフの『雇用契約書』 

【５】メールマガジン次号の予告 

 

★寄稿★ドイツ人にとって「クラブ」とは何か  



          ～辻 正彦（香南ししまるスポーツクラブ事務局書記） 

★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！ 

  ●総合型クラブ育成推進フォーラム in宮崎開催のご案内 

  ●第２回ブロック別クラブミーティング開催報告 

  ●公式メールマガジンへの登録をお勧めください！ 

 

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

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【１】特 集  ＜クラブが取り組む社会貢献活動＞ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

■■■■■ 

■「総合型地域スポーツクラブ」がこれまでと何が違うのか、 

「いつでも、どこでも・・・」をめざすスポーツ活動だけみると、 

これまでのクラブとの違いがわかりにくく、  

「今までと何が違うの？」「必要ないでしょ」となってしまいます。 

 

総合型クラブは、スポーツなどの日常的活動が基本にありますが、 

住民の福利を考え、スポーツをしない人をも視野に入れ、 

地域全体がよくなるような貢献活動に特徴がよく現れています。 

 

不安や迷いの多い今だから、 

スポーツの絆で助け合い、そこに住む人々の絆も深めてこそ、 

総合型クラブが社会で認知されていくはずです。 

 

そのためには、総合型クラブの根本的な存在価値を体現する、 

社会貢献活動に取り組むことが重要になってきます。 

 

今月は、総合型クラブが地域でその存在感を向上させている、 

６つの事例を紹介します。 

 

 

■（１）クラブの理解と知名度を上げる「挨拶＆交通立ち番」「清掃活動」 

             ～赤松スポーツクラブ・シャチ（佐賀県佐賀市） 

              

  ▼文章全体と写真はこちらから 

  http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20100120164432_4.pdf 

 

 

■（２）フォルダ流「エコキャップ回収活動！」 

http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20100120164432_4.pdf


             ～ＮＰＯ法人フォルダ（岩手県北上市） 

              

  ▼文章全体と写真はこちらから 

  http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20100120164432_5.pdf 

              

              

■（３）子どもたちの笑顔と握手に涙する「地域の高齢者施設の訪問」 

             ～ジョータロークラブ（栃木県佐野市） 

              

  ▼文章全体と写真はこちらから 

  http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20100120164432_6.pdf 

              

              

■（４）期待以上の効果あり。 

     既存教室・大会に「安全・救急講習会」を取り込む 

             ～はなわふれあいスポーツクラブ（福島県東白川郡塙町） 

 

  ▼文章全体と写真はこちらから 

  http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20100120164432_7.pdf 

 

 

■（５）地域一体イベントで皆元気になる「どろんこバレーボール大会」 

             ～柵原星の里スポレク倶楽部（岡山県久米郡美咲町） 

   

  ▼文章全体と写真はこちらから 

  http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20100120164432_8.pdf 

   

   

■（６）地域の伝統文化の復興と承継をめざして  

             ～しおみクラブ（愛媛県松山市） 

 

  ▼文章全体と写真はこちらから 

  http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20100120164432_9.pdf 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【２】若手クラブ仕事人の夢メッセージ（松本伸也さん） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◆◆◆◆◆ 

◆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、総合型地域スポーツクラブ あっきぃーな（高知県安芸市）で 

http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20100120164432_5.pdf
http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20100120164432_6.pdf
http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20100120164432_7.pdf
http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20100120164432_8.pdf
http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20100120164432_9.pdf


事務局をしている松本伸也さんです。 

 

◆夢◆ 

安芸市は、スポーツが盛んで 20～60代の年齢層では毎週のように 

スポーツを楽しんでいます。 

しかし、それらのスポーツは競技スポーツが中心で、「気軽にスポーツを 

楽しみたい」「友達と遊びたい」など、遊び感覚でスポーツを楽しめる 

内容ではなく、そのための環境も整っていませんでした。 

   

私がこの総合型クラブ事業に取り組むきっかけになったのは、 

そういった気軽にスポーツを楽しみたい人達のために、 

スポーツを通じた憩いの場をつくってあげたいと思ったからです。 

   

私は２年間この事業に係って、たくさんの地域の人と出会いました。 

そこで、楽しい時間を参加者のみなさんと過ごすことができました。 

 

その時に、あらためてこの総合型地域スポーツクラブが 

地域にとって必要な存在だという事を実感したのです。 

 

そして、将来このクラブを地域のオアシスのような場所にしたいと思ったのです。 

   

子どもや大人やお年よりがいつでもクラブに来て、 

話をしたり遊んだりできる。心も体もリフレッシュする。 

ますます街が元気になる。 

 

私は、そんなクラブをつくっていきたいと夢をふくらませています。 

 

◆メッセージ◆ 

  若い世代の方へ・・・ 

  今は、若い人の力が必要だと思います。 

  明るく元気なクラブには人が集まってきます。 

   

  楽しそうな場所には必ず人はくるものです。 

  アイデアを出してみんなが来たくなるような 

  場所づくりを目指して頑張ってください。 

   

  その中で失敗もあるとは思いますが、失敗＋失敗＝成功です。 

  失敗を重ねた分だけ成功が見えてきます。 

   

  失敗を恐れずに何でもトライしてみてください。 

  若い力で、クラブと地域を盛り上げていきましょう。 
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【３】アドバイザーのおススメ・クラブ 

    File５ 人生の先輩方による心温まるクラブ！ 

             ～南光台東エンジョイ倶楽部（宮城県） 

    File６ からだ「元気」！こころ「健康」！そして「笑顔」！ 

             ～Ｋ－Ｆｒｉｅｎｄｓ（徳島県） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

■■■■■ 

■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。 

 

■File５ 人生の先輩方による心温まるクラブ！ 

         ～南光台東エンジョイ倶楽部（宮城県仙台市） 

 

宮城県のアドバイザー相田恵美さんのおススメ・クラブです。 

 

60 歳以上の方々が約６割を占める、仙台市郊外にある倶楽部。 

年２回の体力テストでは、個別カルテで効果が確認できます。 

 

人生の先輩方は、お手玉、けん玉、あやとり、こま、など、 

昔の人の知恵が生かされた昔あそびを子ども達に教えています。 

 

  ▼文章全体と写真はこちらから 

  http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20100120165045_4.pdf 

 

  ▼相田恵美氏のプロフィールはこちらから 

  http://www.japan-sports.or.jp/local/outline/adviser/4.html 

    

 

■File６ からだ「元気」！こころ「健康」！そして「笑顔」！ 

         ～Ｋ－Ｆｒｉｅｎｄｓ（徳島県勝浦郡勝浦町） 

 

徳島県のアドバイザー北條種一さんのおススメ・クラブです。 

 

指定管理をはじめ、これまで行政や体協が担当した各種イベントを、 

可能な範囲でクラブ主導にて行っています。 

 

多様なヨガのプログラムや着付け、書道などの文化活動も魅力的。 

独自のユニークなイベントも人気です。 

http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20100120165045_4.pdf
http://www.japan-sports.or.jp/local/outline/adviser/4.html


 

  ▼文章全体と写真はこちらから 

  http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20100120165045_5.pdf 

 

  ▼北條種一氏のプロフィールはこちらから 

  http://www.japan-sports.or.jp/local/outline/adviser/37.html 

 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【４】今月のひな型 ～事務局スタッフの『雇用契約書』 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◆◆◆◆◆ 

◆この連載では、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。先月に引き続き、契約関係がテーマです。 

 

フルタイムやパートで、スタッフを「雇用」するクラブが増えています。 

パートタイマーであっても、「雇用」に含まれます。 

 

会員数が増え、クラブの事務的な仕事量が増えた場合には、 

「雇用」という形態で人を雇うことを考える必要がでてきます。 

 

大事なことは、雇用が発生した場合、雇用契約書を交わすことです。 

組織で働くルールを作り共有することは、働く人の意欲に大きく関わり、 

トラブルを未然に防ぐことができます。 

 

  ▼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=271 

 

   

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【５】メールマガジン次号の予告   

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

  ＜特集＞クラブの地域ネットワークづくり 

  ＜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；２月２２日（月） 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

★寄稿★ ドイツ人にとって「クラブ」とは何か  

          ～辻 正彦 香南ししまるスポーツクラブ事務局書記 

http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20100120165045_5.pdf
http://www.japan-sports.or.jp/local/outline/adviser/37.html
http://www.japan-sports.or.jp/local/news/newsDetail.asp?newsNo=271


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

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。 

先月、今月と、研修レポートを連載します。 

 

今月は、辻氏によるレポートです。 

辻氏が感じたドイツのクラブの印象を一言で表すと、 

「スポーツ」ではなく「交流」であり、 

「交流」それ自体がクラブの存在理由である、と。 

 

「ドイツの『クラブ』は、社会性を持った集団であり、 

社会的存在であり、社会そのものである。・・・ 

『クラブ』によって子どもは社会を学び、 

大人は地域を大切にし、お年寄りは孤独とは無縁となる。・・・ 

『クラブ』には、自立心とボランティア精神とが満ちており、 

また、そこから生まれる強い誇りを感じた」と述べています。 

 

  ▼文章全体と写真はこちらから 

  http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20100120165429_4.pdf 

 

  ▼香南ししまるスポーツクラブＨＰ 

  http://kounan.ashita-sanuki.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 

 

 

http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20100120165429_4.pdf
http://kounan.ashita-sanuki.jp/


 

●総合型クラブ育成推進フォーラム in宮崎開催のご案内 

   

  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、宮崎県宮崎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 宮崎】 

   日時：平成 22年２月 28日(日) 13：30～ 

   於：宮崎県・宮崎市 宮日会館 11階 宮日ホール 

    http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20100120170127_4.pdf 

 

 

 

●第２回ブロック別クラブミーティング開催報告 

 

  11 月、全国で第２回クラブミーティングが順次開催されました。 

  今年度より２日間の実施とし、２日目は、総合型地域スポーツクラブ全国協議会の 

  主催として、既に活動している総合型クラブの関係者に集まっていただき 

  各地での活発な情報交換や交流が行われました。 

  その内容をご報告します。 

  ぜひご覧ください！ 

 

  北海道ブロック：11月６日（金）、７日（土）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/20100120185858_4.pdf 

  東 海ブロック：11月７日（土）、８日（日）於：静岡市・東海軒会館、静岡県体育協会会館 

   http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20100120185858_5.pdf 

  四 国ブロック：11月 21日（土）、22日（日）於：高松市・香川大学 

   http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20100120165951_4.pdf 

  九 州ブロック：11月 21日（土）、22日（日）於：鹿児島市・鹿児島県青少年会館 

   http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20100120185858_7.pdf 

 

 

●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、現在約 2,500 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 

http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20100120170127_4.pdf
http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20100120185858_4.pdf
http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20100120185858_5.pdf
http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20100120165951_4.pdf
http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20100120185858_7.pdf


  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 ☆★☆   

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 

                   

◆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) Japan Sports Association. All rights reserved 

 

 

 

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

