
 

第 53 号 平成 22 年 3月 23日発行  

  

  

 

 

■■□□■■□□■■□□■■□□■□■□□■■□□■■□□■■□□■■ 

◆ 訂正【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５３号 平成２２年３月２３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。 

 

■お詫びと訂正■ 

 

 先ほど配信いたしました本メールマガジン第 53号の文中、 

 【１】特 集  ＜クラブの広報・パブリシティ＞ 

 （９）石川県において、新聞名が間違っておりました。 

 正しくは、「北陸中日新聞」です。 

 

関係者の皆様にお詫びすると共に、訂正させていただきます。 

 

現在の登録件数：2,631 件 

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

【１】特 集 ＜クラブの広報・パブリシティ＞ 

  クラブ関連掲載記事等一覧＋掲載記事 

  （１）青森県 

  （２）岩手県 

  （３）秋田県 

  （４）山形県 

  （５）福島県 

  （６）茨城県 

  （７）群馬県 

  （８）長野県 

  （９）石川県 

  （10）和歌山県 

  （11）徳島県 

  （12）愛媛県 

  （13）沖縄県 

【２】パブリシティのしかた＋プレスリリース例 

      ～西村貴之（石川県クラブ育成アドバイザー） 



【３】ＳＣステーション 10個のＱ＆ＡがＨＰにアップされました！ 

【４】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！ 

  ●総合型クラブ育成推進フォーラムが新聞に大きく掲載されました！ 

  ●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」入賞・入選作品決定！ 

  ●第 4 回全国スポーツクラブ会議 in宮崎 開催のお知らせ 

  ●「Cherry Blossom Festa 2010」（東京都練馬区）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  ＜クラブの広報・パブリシティ＞ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

■■■■■ 

■総合型クラブの課題の一つに、「認知度の低さ」があります。 

笹川スポーツ財団調査（2008、全国 20歳以上対象）では、 

「よく知っている」2.7％、「知っている」12.5％、 

「聞いたことがある」15.8％、「知らない」69.1％となっています。 

 

「知らない」が 7 割と多く見えますが、 

「知っている」人は、「よく知っている」と合わせて約 15％、 

人口数でみれば、約 1,500万人にものぼります。 

 

とくに地方新聞で、クラブ関連の記事は頻繁に取り上げられています。 

地域密着のクラブの話題は、地域の情報として価値あることがわかります。 

 

今月は、各県のクラブ育成アドバイザーから寄せられた貴重な情報として、 

本年度の総合型クラブ関連掲載記事や TV・ラジオ報道状況をご紹介します。 

 

新聞等に、どのような切り口でクラブは取り上げられているのか、 

見出しや内容の一覧表と、実際の掲載記事もピックアップしました。 

 

地域での広報活動と、認知度向上にお役に立てば幸いです。 

ぜひ、ご覧ください！ 

 

 

■（１）青森県 

 

 ▼掲載記事等一覧表はこちらから 



   http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20100323154136_4.pdf 

 

 

■（２）岩手県 

 

 ▼掲載記事等一覧表はこちらから 

   http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20100323154136_5.pdf 

 

 ▼掲載記事「5年経過のクラブ紹介」（岩手日報 2010.1.1） 

   http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20100323154136_6.pdf 

 

 ▼掲載記事「歩き方教室の紹介」（岩手日報 2010.2.6） 

   http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20100323154136_7.pdf 

 

■（３）秋田県 

 

 ▼掲載記事等一覧表はこちらから 

   http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20100323154137_8.pdf 

 

 

■（４）山形県 

 

 ▼掲載記事等一覧表はこちらから 

   http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20100323154137_9.pdf 

 

 ▼掲載記事「設立 4周年のクラブ紹介」（山形新聞 2010.1.29） 

   http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20100323154137_10.pdf 

 

 

■（５）福島県 

 

 ▼掲載記事等一覧表はこちらから 

   http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20100323154137_11.pdf 

 

 ▼掲載記事「サッカーから総合型へ事業の紹介」（福島民報 2009.5.9） 

   http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20100323154137_12.pdf 

 

 

■（６）茨城県 

 

 ▼掲載記事等一覧表はこちらから 

   http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20100323154405_4.pdf 
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 ▼テレビ、ラジオ番組放送状況 

   http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20100323154405_5.pdf 

 

 

■（７）群馬県 

 

 ▼掲載記事等一覧表はこちらから 

   http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20100323154405_6.pdf 

 

 

■（８）長野県 

 

 ▼掲載記事等一覧表はこちらから 

   http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20100323154405_7.pdf 

 

 

■（９）石川県 

 

 ▼掲載記事等一覧表はこちらから 

   http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20100323154405_8.pdf 

 

 

 ▼掲載記事「クラブの若者紹介」（北陸中日新聞 2009.12.6） 

   http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20100323154405_9.pdf 

 

 ▼掲載記事「会員とボランティア募集」（北陸中日新聞 2010.1.30） 

   http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20100323154405_10.pdf 

 

 

■（10）和歌山県 

 

 ▼掲載記事等一覧表はこちらから 

   http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20100323154406_11.pdf 

 

 

■（11）徳島県 

 

 ▼掲載記事等一覧表はこちらから 

   http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20100323154825_4.pdf 

 

 ▼掲載記事「阿波踊り体験の活動紹介」（徳島新聞 2009.8.5） 
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   http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20100323154825_5.pdf 

 

 

■（12）愛媛県 

 

 ▼掲載記事等一覧表はこちらから 

   http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20100323154825_6.pdf 

 

 ▼掲載記事「地元出身選手がアドバイザーに」（愛媛新聞 2009.12.29） 

   http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20100323154825_7.pdf 

 

 

■（13）沖縄県 

 

 ▼掲載記事等一覧表はこちらから 

   http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20100323154825_8.pdf 

 

 ▼掲載記事「親子でのイベント報告」（八重山毎日新聞 2009.11.4） 

   http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20100323154825_9.pdf 

 

 

◆富山県広域スポーツセンターは、通年で、 

「新聞紙面に掲載された総合型に関する記事」で記事内容を紹介しています！ 

 http://www.toyama-kouiki.or.jp/news/21.10-22.3/index.html 
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【２】パブリシティのしかた＋プレスリリース例 

          ～西村貴之（石川県クラブ育成アドバイザー） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◆◆◆◆◆ 

◆「パブリシティ」とは、新聞等のマスコミで記事やニュースとして 

取り上げてもらう広報の方法です。 

 

広告と違って費用はかかりませんが、取り上げられるかどうかは、 

記者やメディアの判断にゆだねられます。 

 

しかし、「ある程度のコツをつかめば、チャンスは充分にある」と 

西村さん。 

 

新聞記事掲載に向けた、役立つ現場情報やノウハウをお伝えします。 

ぜひ、ご覧ください！ 

http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20100323154825_5.pdf
http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20100323154825_6.pdf
http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20100323154825_7.pdf
http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20100323154825_8.pdf
http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20100323154825_9.pdf
http://www.toyama-kouiki.or.jp/news/21.10-22.3/index.html


 

 ▼文章全体とニュースリリース例はこちらから 

   http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20100323154949_4.pdf 

 

 ▼西村貴之氏のプロフィールはこちらから 

   http://www.japan-sports.or.jp/local/outline/adviser/19.html 
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【３】ＳＣステーション 10個のＱ＆ＡがＨＰにアップされました！ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

■■■■■ 

■クラブづくりのさまざまな疑問や悩みへのヒントを提供する 

Ｑ＆Ａ集「ＳＣステーション」。200を超えるＱ＆Ａがあります。 

領域やシーン別での分類、キーワードでの検索もできます。 

 

クラブ関係者に聞いたところ、ＳＣステーションをみた人の 

約９割が、「ヒントを得られた」と答えています。 

 

今年度、新たに HP にアップされるのは 19個。 

今月は以下 10個、ご紹介します。ぜひご活用ください！ 

 

【１．クラブのつくり方】 

 Q33 クラブが行政と「いい関係」を築くには？ 

    http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/256.html 

 Q34 クラブ育成において行政は何をすればいいですか？ 

    http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/257.html 

 

【２．組織と運営】 

 Q28 プログラム中止の連絡が届かず、苦情が来てしまいました。 

    http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/258.html 

 

【３．人材と育成】 

 Q19 熱意をもち取り組んでいるのに周囲から理解されません。 

    http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/259.html 

 

【５．事業計画と評価】 

 Q12 住民が集まらなかった事業に集まるようになった事例は？ 

    http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/260.html 

 Q13 なぜ、アンケート調査をする必要があるのですか？ 

    http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/261.html 
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【６．広報とＰＲ】 

 Q18 はじめての会員募集はどのように行えばいいですか？ 

    http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/262.html 

 

【10．事務局の仕事】 

 Q9 自由な発想で意見が活発にでる会議の仕方とは？ 

    http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/255.html 

 Q10 バラバラな意見をまとめて意思決定できる会議の方法とは？ 

    http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/263.html 

 Q11 会員管理システムの導入と効果は？ 

    http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/264.html 

 

 

▼ＳＣステーション（目次）はこちらから 

（ページ右上から検索できます。キーワードを入れて検索をクリック） 

http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/index.html 
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【４】メールマガジン次号の予告 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 新年度のご挨拶、ＳＣステーション更新紹介 など 

 

 ■発行予定日；４月２０日（火） 
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★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 

 

 

●総合型クラブ育成推進フォーラムが新聞に大きく掲載されました！ 

 2月 28 日に宮崎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、宮崎日日新聞に大きく掲載されました。 
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 スポーツジャーナリスト二宮清純さんの講演と 

 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！ 

 

 ▼掲載新聞記事は下記ＰＤＦをご覧ください。 

 http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20100319104722_4.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」入賞・入選作品決定！ 

 

 日本体育協会創立 100周年記念事業の一環として、 

 上記「絵画・作文コンクール」を実施し、 

 全国の小・中学生から寄せられた絵画 482 点、作文 714 点の中から、 

 入賞・入選作品が決定いたしました。 

 最優秀賞に輝いた方の表彰式を、平成 23 年 7月 16日（土）開催の、 

 創立 100周年記念祝賀式典と併せて行う予定です。 

 募集に際しましては、皆様方に格別なるご協力をいただき、 

 誠にありがとうございました。今後とも、創立 100 周年記念事業への 

 ご理解・ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。 

 

 ▼入賞・入選作品はこちらから 

 http://www.japan-sports.or.jp/jasa100th/pdf/100thContest.pdf 

 ▼創立 100周年記念事業 HPはこちらから 

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

 

 

●第 4 回全国スポーツクラブ会議 in宮崎 開催のお知らせ 

 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。 

 参加申込みの受付が開始されました。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） 
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【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 

 

 

●「Cherry Blossom Festa 2010」（東京都練馬区）のご案内 

 一昨年６月発行のメールマガジンでご紹介した東京都練馬区 

 「Cherry Blossom Festa」が今年も開催されます。 

 音楽、アート、スポーツ、アニメ、外国などジャンルを 

 超えたクロスオーバーな、地域おこしイベントです。 

 予算ゼロから、総合型クラブのネットワークで実現。 

 毎年バージョンアップしています。ぜひ見に来てください！ 

 

 開催日時：４月３日（土）、４日（日）10～19時（申込不要、無料） 

  ＊音楽・スポーツ系は 4日、ダンス系は 3、4日の 12 時～17時 

 開催場所：都立光が丘公園 

    http://www.tokyo-park.or.jp/park/format/index023.html 

 

 ▼メールマガジン第３３号（2008.6.20 発行）での掲載記事 

 http://www.japan-sports.or.jp/local/news/newsDetail.asp?newsNo=157 

 

 

●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 

http://www.japan-sports.or.jp/local/news/newsDetail.asp?newsNo=279
http://www.tokyo-park.or.jp/park/format/index023.html
http://www.japan-sports.or.jp/local/news/newsDetail.asp?newsNo=157


 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 
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