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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５４号 平成２２年４月２０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：2,658 件 

 

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

  【１】年度はじめのご挨拶 

  【２】ＳＣステーション９個のＱ＆ＡがＨＰにアップされました！ 

  【３】運営の省力化に役立つ「ひな型」紹介 

  【４】助成金情報（締切 5月 31日までのもの） 

  【５】アンケートにご協力ください！ 

  【６】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！ 

  ●第４回全国スポーツクラブ会議 in宮崎 開催のお知らせ 

  ●クラブ運営などのノウハウを学習できる日本体育協会主催 

    「公認クラブマネジャー養成講習会」のご案内(申込締切５月末日) 

  ●公式メールマガジンへの登録をお勧めください！ 

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

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【１】年度はじめのご挨拶 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

■■■■■ 

■昨年度は、総合型クラブ育成情報提供事業の一環として作成・発行いたしま 

したメールマガジンをご愛読いただき、誠にありがとうございました。 

また、発行に際し、ご協力いただきました関係者の皆様に厚く御礼申し上げます。 

 

■このメルマガは、本年で６年目を迎え、現在約 2,700 名の方々にご登録いただ 

いております。これまで同様、皆様に役立つ情報を発信していきたいと考えて 



おります。 

 

■また、是非とも他のクラブ関係者へ当メールマガジンについて周知いただき、 

総合型地域スポーツクラブの啓発や充実・発展、クラブ関係者間のネットワーク 

づくりの一翼を担っていただければ幸いです。 

 

（日本体育協会 生涯スポーツ推進部 クラブ育成課） 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【２】ＳＣステーション９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にアップされたのは 19 個。 

 先月 10 個ご紹介しました。 

 今月は以下９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】 

Q35 創設時、既存団体のどの範囲に話をすべきですか？ 

   http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/265.html 

 

【７．財源と財務】 

Q11 助成金をうまく使って自立していく方法は？ 

   http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/266.html 

Q12 スポーツ振興以外の助成・補助金の活用事例は？ 

   http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/267.html 

Q13 会費の口座引き落としの方法とメリットは？ 

   http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/268.html 

 

【９．プログラムとイベント】 

Q24 総合型クラブならではの事業や企画の極意は？ 

   http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/269.html 

 

【１０．事務局の仕事】 

Q12 携帯電話を活用した広報・連絡・調査の方法例は？ 
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   http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/270.html 

Q13 会員に携帯で無料配信できる簡単な方法とは？ 

   http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/271.html 

Q14 理念形成に役立つパワーポイント表現とは？ 

   http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/272.html 

Q15 選手兼スタッフを可能にする事業環境と契約書とは？ 

   http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/273.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 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【３】運営の省力化に役立つ「ひな型」紹介（「今月のひな型」レビュー） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◆◆◆◆◆ 

◆昨年度の連載では、クラブの運営で使う様々な書類などの 

「ひな型」を取り上げました。 

 

クラブの運営には、思いのほか事務作業が多いもの。 

各クラブで様式を探したり検討したりする時間を減らし、 

運営の負担を軽減してもらうことが、この連載の狙いでした。 

 

年度はじめに、昨年度の「今月のひな型」一覧をご紹介いたします。 

もちろん「ひな型」を参考に、自分たちのクラブに合った内容に 

していただいてかまいません。 

 

創設クラブにも設立後のクラブにも、お役に立ちますように！ 

 

 

●５月 日体協ＨＰ「広報資料」内書式 (一番下からダウンロードできます） 

   http://www.japan-sports.or.jp/local/publish/index.html#04 

 

●６月 ポイントカード（ＱＲコード付き） 

   http://www.japan-sports.or.jp/local/news/newsDetail.asp?newsNo=220 

 

●７月 保険請求手順チャート 

   http://www.japan-sports.or.jp/local/news/newsDetail.asp?newsNo=225 

 

●８月 ブレない理念と作り上げるプロセス（資料作成） 

   http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20090820161654_4.pdf 
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●９月 低出席・退会者対象アンケート調査 

   http://www.japan-sports.or.jp/local/news/newsDetail.asp?newsNo=245 

 

●10 月 対象に合わせたアンケート調査票 

   http://www.japan-sports.or.jp/local/news/newsDetail.asp?newsNo=254 

 

●11 月 フィットネス・インストラクター業務委託契約書 

   http://www.japan-sports.or.jp/local/news/newsDetail.asp?newsNo=260 

 

●12 月 指導者の共通ルール（指導者規約） 

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

 

●１月 事務局スタッフの雇用契約書 

   http://www.japan-sports.or.jp/local/news/newsDetail.asp?newsNo=271 

 

●２月 契約選手の契約書 

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

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【４】助成金情報（締切 5月 31 日までのもの） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

■■■■■ 

■総合型クラブ活動の一助となる可能性のある助成金情報をご紹介いたします。 

募集内容詳細をご確認の上、各クラブにおいてご判断、ご対応ください。 

 

▼2010 年度自然体験活動支援事業 

「第 9 回トム・ソーヤースクール企画コンテスト」（5月 16日まで） 

 http://www.shizen-taiken.com/contest2010/2010infof.html 

 

▼くまもとＮＰＯ顕彰 2010（熊本県対象、5 月 17日まで） 

 http://blog.canpan.info/kmt/archive/230 

 

▼平成 22 年度ニッセイ財団 高齢社会助成 

「共に生きる地域コミュニティづくり」（先駆的事業助成、5月 31日まで） 

 http://www.nihonseimei-zaidan.or.jp/kourei/index.html 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【５】アンケートにご協力ください！ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
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いつも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。 

皆さまが必要とする情報をお届けして、少しでもお役にたてる 

メールマガジンでありたいと願っています。 

 

つきましては、アンケートへの記入にご協力をいただけますでしょうか。 

以下をクリックすると、調査票があります。 

返信は、以下にお願いいたします（締切；4 月 30日） 

 

▼アンケートはこちからから 

 http://www.japan-sports.or.jp/local/news/newsDetail.asp?newsNo=286 

 

▼送付先 

 日本体育協会クラブ育成課 Ｅmail：sc-info@japan-sports.or.jp 

                    ＦＡＸ：０３－３４８１－２２８４ 

                    ＴＥＬ：０３－３４８１－２２７８ 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【６】メールマガジン次号の予告 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 ＜特集＞ （座談会）クラブの社会への発信力 

        総合型クラブが社会に認知されるには、マスコミをはじめ 

        人々から関心をもたれる「コト」を作らなければなりません。 

        私たちは社会やスポーツから何を期待され何ができるのでしょうか？ 

 

 ＜連載＞ 若手クラブ仕事人の夢メッセージ、「わがまち自慢！」  など 

 

■発行予定日；５月２０日（木） 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

★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 

http://www.japan-sports.or.jp/local/news/newsDetail.asp?newsNo=286


  sc-info@japan-sports.or.jp 

 

 

●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） 

【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 

 

 

●クラブ運営などのノウハウを学習できる日本体育協会主催 

 「公認クラブマネジャー養成講習会」のご案内(申込締切５月末日) 

 

 ●養成講習会の開催について 

 日本体育協会では、総合型の地域スポーツクラブなどでクラブ運営を行う 

 「公認クラブマネジャー」の養成講習会を開催します。 

 クラブマネジャーの養成講習会は、１期から３期まで計９日間にわたり 

 「マーケティング」や「財務」等クラブ運営に欠かせないさまざまな内容 

 を学習します。 

 講習会の形式は、講師から受講者への一方的な情報伝達ではなく、受講者 

 同士のグループワークやディスカッションなど双方向的な内容が中心とな 

 ります。 

 

 また、全国各地から受講者が集まる講習会はそれぞれのクラブ間の貴重 

 な情報交換や交流の場となっています。 

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


 講習会終了後は、クラブを運営する際の事業計画書を作成し、検定試験 

 (事業計画のプレゼンテーション)に臨みます。 

 検定試験に合格し資格登録すると、晴れて本会公認クラブマネジャーとし 

 て認定されます。 

 

 なお、本年度の養成講習会については、１期から３期まで「東京都」にて 

 開催いたします。 

 

 ～受講者の声～ 

 「クラブの作り方・運営：１０年後、２０年後先を見ながら戦略を立て 

 なければならないと思った」 

 「マーケティング：演習は楽しかった。数時間の中で町のたたずまいや 

 住民の声が聞こえてくるような気がする程、私自身も住民の 1人になって 

 いたように思う」 

 「経営戦略：発表をさせていただき、１０分の短さ長さ、言葉の流れ、重 

 なりなどドキドキしながら体験できたことで、もっとリハーサルが必要だ 

 ということが分かってよかった。具体的な夢が話せて良かったです」 

 

 ●受講のご案内 

 受講の申込にあたっては、下記ホームページをご参照ください。 

 また、ご不明点等ありましたら、日本体育協会スポーツ指導者育成部マネ 

 ジメント資格担当(03-3481-2226)までご連絡ください。 

 なお、申込にあたっては所属クラブ代表者による推薦状が必要となり、 

 受講申込後、受講審査がありますので、予めご了承ください。 

 

 ●その他 

 都道府県体育協会、広域スポーツセンター等において、クラブマネジャー 

 をサポートする「公認アシスタントマネジャー」の養成を実施します。 

 実際にアシスタントマネジャーの養成を実施する団体等については、 

 下記ホームページ等にてご確認ください。 

 

 ▼日本体育協会公認クラブマネジャー関係 HPはこちらから 

 クラブマネジャー： 

  http://www.japan-sports.or.jp/coach/qualification/management/m_02.html 

 アシスタントマネジャー： 

  http://www.japan-sports.or.jp/coach/qualification/management/index.html 

 

 

●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 2,700 の登録をいただいております。 

http://www.japan-sports.or.jp/coach/qualification/management/m_02.html
http://www.japan-sports.or.jp/coach/qualification/management/index.html


 

 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 

 周りの方にぜひお勧めください。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/

