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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５２号 平成２２年２月２２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：2,603 件  

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

【１】特 集 ＜クラブの地域ネットワークづくり＞ 

  （１）実際に機能する相互支援の仕組みづくり 

       ～射水市総合型地域スポーツクラブネットワーク会議 

                    （いみずＳＣネット）（富山県） 

  （２）会員の相互交流と道具の貸し借りを柔軟に対応 

       ～甲賀市総合型地域スポーツクラブ連絡協議会（滋賀県） 

  （３）ネットワークから新しいクラブの育成を実現 

       ～坂東市スポーツクラブ協議会（茨城県） 

  （４）クラブや市体育協会がビジョンを共有し、協働で活動 

       ～長岡京市総合型地域スポーツクラブ連絡協議会（京都府） 

【２】クラブ面白写真館 

       ～うすねニュースポーツクラブ（群馬県） 

【３】のびのび田舎のクラブ紹介 

       ～長岡スポーツ文化クラブ（三重県） 

【４】今月のひな型 

       ～「ヴァンラーレ八戸スポーツクラブ」の『契約選手の契約書』 

【５】メールマガジン次号の予告 

 

  ★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！ 

   ●本会ＨＰ「都道府県別総合型クラブ紹介」を更新しました！ 

   ●第２回ブロック別クラブミーティング 2009開催報告 

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

   ●第 4回全国スポーツクラブ会議 in宮崎 開催のお知らせ 

   ●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  ＜クラブの地域ネットワークづくり＞ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

■■■■■ 

■全国で 3,000 近くの総合型地域スポーツクラブができています。 

数が増えるほど、何らかの事情で停滞するクラブもでてきます。 

 

それぞれのクラブが閉じた状態でがんばるより、 

まず市町村など身近なクラブ同士が手を組み、 

地域実情に応じて展開することで、相乗効果が発揮されます。 

 

共同教室や相互交流、道具の貸し借り、共同イベント、 

合同研修会など、クラブの運営業務を省力化し、 

発信力や魅力の向上、困り事の解決、 

新たなクラブを生み出すエンジンにもなります。 

 

また、複数のクラブが１つの行政区にある場合、 

行政にとっては、窓口が１つだと協働しやすくなります。 

 

ネットワークの第一歩は「直接会って情報を得ること」。 

 

「木を見て森を見ず」から「森を見て木を見る」クラブ運営へ 

（長岡京市より）、ネットワークのための会議回数が増えても、 

「目的地への近道」になるのではないでしょうか。 

 

今月は、市町村での４つの地域ネットワーク事例を紹介します。 

具体的な体制・運営方法も満載です。ぜひ、ご覧ください！ 

 

 

■（１）実際に機能する相互支援の仕組みづくり 

        ～射水市総合型地域スポーツクラブネットワーク会議 

                    （いみずＳＣネット）（富山県） 

                     

  ▼文章全体と写真はこちらから（ＰＤＦ） 

  http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20100222170125_4.pdf 

                     

                     

■（２）会員の相互交流と道具の貸し借りを柔軟に対応 

        ～甲賀市総合型地域スポーツクラブ連絡協議会（滋賀県） 

   

  ▼文章全体はこちらから（ＰＤＦ） 

http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20100222170125_4.pdf


  http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20100222170125_5.pdf 

   

   

■（３）ネットワークから新しいクラブの育成を実現 

        ～坂東市スポーツクラブ協議会（茨城県） 

   

  ▼文章全体と写真はこちらから（ＰＤＦ） 

  http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20100222170125_6.pdf 

   

   

■（４）クラブや市体育協会がビジョンを共有し、協働で活動 

        ～長岡京市総合型地域スポーツクラブ連絡協議会（京都府） 

 

  ▼文章全体はこちらから（ＰＤＦ） 

  http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20100222170125_7.pdf 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【２】クラブ面白写真館 

        ～第 5回「うすねニュースポーツクラブ」（群馬県） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◆◆◆◆◆ 

◆昨年 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 5 回は、群馬県沼田市にある「うすねニュースポーツクラブ」の 

「沼田まつり」での写真です。 

 

毎年 8 月、子ども達が体験学習の一環としてお祭りに参加し、 

歴史ある伝統文化を「だんべえ踊り」で盛り上げています。 

 

  ▼写真と文章全体はこちらから（ＰＤＦ） 

  http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20100222170507_4.pdf 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【３】のびのび田舎のクラブ紹介 

        ～長岡スポーツ文化クラブ（三重県） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

■■■■■ 

■人口数・密度が低く、過疎化や高齢化が進む地域では、 

http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20100222170125_5.pdf
http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20100222170125_6.pdf
http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20100222170125_7.pdf
http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20100222170507_4.pdf


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。 

 

今月は三重県鳥羽市の「長岡スポーツ文化クラブ」。 

地区人口 2,500 人、漁業と観光のまちにつくられました。 

   

体育館は中学校にしかありませんが、観光地のためゴルフ場があり、 

子ども・初級者を対象にほぼ無償でゴルフ教室をおこなっています。 

次世代の石川遼の誕生もあり！？ 

   

子どもたちの名前を知っている大人が少しずつ増え、 

地域にじんわり広がることが大切と考えるあたたかいクラブです。 

 

ぜひご覧ください！ 

 

  ▼文章全体と写真はこちらから（ＰＤＦ） 

  http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20100222170722_4.pdf 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【４】今月のひな型  

    ～「ヴァンラーレ八戸スポーツクラブ」の『契約選手の契約書』 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◆◆◆◆◆ 

◆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。 

     

ヴァンラーレ八戸スポーツクラブ（青森県八戸市）は、 

サッカーからスタートし、徐々に種目を増やし総合型化しました。 

 

母体となる NPO 法人では、フットサル施設運営、総合型クラブ運営、 

体育振興会、防犯協会、交通安全協会事務等様々な事業を行っています。 

 

サッカーでは、将来のプロ組織の加盟を目指し東北社会人リーグで 

戦っており、現在社会人サッカーのチームに所属している選手の中で、 

選手としての特権を持つ職員のことを「契約選手」と呼んでいます。 

 

具体的には、法人内の様々な業務を手伝いながら、サッカーの試合で 

活躍した場合には手当てが付くというものです。 

http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20100222170722_4.pdf


 

選手として最高のパフォーマンスを出す環境を与えつつ、将来選手を 

引退した時にも、法人の即戦力となる人材の育成を目的としています。 

 

このような環境づくりを行っているクラブは少ないと思いますが、 

未来の姿を描きながら、日々の活動に取り組みたいものですね。 

 

  ▼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=278 

 

  ▼ヴァンラーレ八戸スポーツクラブ HPはこちらから 

  http://www.vanraure.com/ 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【５】メールマガジン次号の予告   

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

  ＜特集＞クラブの広報・パブリシティ 

       認知度アップにはメディア掲載効果は大きく、では、 

       各地のメディアで「総合型地域スポーツクラブ」が 

       どのように取り上げられているのでしょうか。 

       また、どうしたら取り上げられるのでしょうか。 

       クラブ育成アドバイザーによる報告からお伝えします。 

  ＜その他＞ＳＣステーション本年度更新紹介 など 

 

  ■発行予定日；３月２３日（火） 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

★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 

 

 

●本会ＨＰ「都道府県別総合型クラブ紹介」を更新しました！ 

http://www.japan-sports.or.jp/local/news/newsDetail.asp?newsNo=278
http://www.vanraure.com/


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 

 

 

●第２回ブロック別クラブミーティング 2009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！ 

 

  東 北ブロック：11月 14日（土）、15日（日）於：盛岡市・岩手大学 

     http://www.japan-sports.or.jp/local/event/pdf/cb_m_reh2102_2.pdf 

  関 東ブロック：10月 31日（土）、11月 1日（日）於：東京都・岸記念体育会館 

     http://www.japan-sports.or.jp/local/event/pdf/cb_m_reh2103_2.pdf 

  北信越ブロック：11月 28日（土）、29日（日）於：上越市・レインボーセンター 

     http://www.japan-sports.or.jp/local/event/pdf/cb_m_reh2104_2.pdf 

  近 畿ブロック：11月 28日（土）、29日（日）於：大東市・大阪産業大学 

     http://www.japan-sports.or.jp/local/event/pdf/cb_m_reh2106_2.pdf 

  中 国ブロック：11月 28日（土）、29日（日）於：松江市・島根県職員会館 

     http://www.japan-sports.or.jp/local/event/pdf/cb_m_reh2107_2.pdf 

   

   

●総合型クラブ育成推進フォーラム in奈良が新聞に大きく掲載されました！ 

  １月 16日に奈良市にて行われた、総合型クラブ育成推進フォーラム 

  の開催概要が、奈良新聞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/event/pdf/cb_for_h2104.pdf 

 

 

●第 4 回全国スポーツクラブ会議 in宮崎 開催のお知らせ 

http://www.japan-sports.or.jp/local/club/sitei.html
http://www.japan-sports.or.jp/local/event/pdf/cb_m_reh2102_2.pdf
http://www.japan-sports.or.jp/local/event/pdf/cb_m_reh2103_2.pdf
http://www.japan-sports.or.jp/local/event/pdf/cb_m_reh2104_2.pdf
http://www.japan-sports.or.jp/local/event/pdf/cb_m_reh2106_2.pdf
http://www.japan-sports.or.jp/local/event/pdf/cb_m_reh2107_2.pdf
http://www.japan-sports.or.jp/local/event/pdf/cb_for_h2104.pdf


  全国の総合型地域スポーツクラブ関係者が一堂に会し、 

  クラブ運営について研修や情報交換等を行う 

  第４回全国スポーツクラブ会議 in宮崎が、下記のとおり開催されます。 

  皆様ぜひご参加ください。 

   

  ≪主催≫ 全国スポーツクラブ会議実行委員会 

  ≪共催≫ 日本体育協会総合型地域スポーツクラブ全国協議会、 

       クラブリンクＪＡＰＡＮ、ＮＰＯ法人クラブネッツ 

  ≪後援≫ 文部科学省、宮崎県教育委員会 他 

  ≪問い合わせ≫ 佐土原スポーツクラブ 

          TEL:0985-73-4442 FAX:0985-71-1740 

【日時】 平成２２年５月２２日（土）１１：５０～１７：００（会議） 

１８：００～２０：００（情報交換会） 

              ２３日（日） ８：４０～１１：５０（会議） 

【会場】（会議）宮崎市民プラザ 

      （情報交換会）宮崎観光ホテル 

 

  ▼パンフレット・申し込み用紙はこちらから 

  http://www.japan-sports.or.jp/local/news/newsDetail.asp?newsNo=279 

 

 

●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 2,600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） 

http://www.japan-sports.or.jp/local/news/newsDetail.asp?newsNo=279


 

  ▼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 
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