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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５６号 平成２２年６月２１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：2,752件 

 

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

 【１】特集 ＜クラブの特徴と魅力を考える＞ 

 【２】若手クラブ仕事人の夢メッセージ（服部光志さん）＜隔月連載＞ 

 【３】総合型クラブがある町の「わがまち自慢！」<NEW!>＜隔月連載＞ 

     私達の宝物～木地師の跡～（福島県南会津町） 

 【４】助成金情報（応募締切 7月 31日までのもの 

 【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！ 

  ●熱中症を防ごう！（スポーツ活動中の熱中症予防 8カ条） 

  ●スポーツクラブづくりシンポジウム(東京都)が開催されます。 

  ●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＞ クラブの特徴と魅力を考える 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

■■■■■ 

■総合型クラブは、多種・多様な中身が特徴ですが、 

「これ」という特徴を打ち出していくことも重要です。 

 

住民ニーズがあり地域の困り事の分野で、他ではやっていない、 

クラブだからできる「得意」分野が、魅力となるからです。 

 

では、求心力のある分野や中身とはどのようなものでしょうか。 



特徴的で魅力あふれる取り組みを６分野、14事例紹介します。 

 

●子ども 

(1) 「キッズスポーツひろば with」出前届けます！ 

  ～５年で 30校、8,500人参加の人気出前親子レクの秘密とは 

   ▼スポネット弘前（青森県弘前市） 

   http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20100621200247_4.pdf 

 

(2) スポーツクラブでうまれる笑顔を大切に 

  ～コミュニティの遊び場『元気もりもりスポーツ教室』 

   ▼アザックとよさと（滋賀県豊郷町） 

   http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20100621200247_5.pdf 

 

(3) スポーツにはじめて親しむ期分け環境づくり 

  ～「できる」という見込み感を摘み取らないプログラム 

   ▼スプラウトスポーツクラブ和歌山（和歌山県和歌山市） 

   http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20100621200247_6.pdf 

 

 

●高齢者 

(1) 多くの高齢者会員の心を捉える温かいクラブ 

  ～毎回 100人集まり、25年も続くクラブの秘訣とは 

   ▼境スポーツクラブ（鳥取県境港市） 

   http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20100621200817_7.pdf 

 

(2) 高齢者会員が順調に増加するクラブの魅力 

   ～「本物の太極拳を見に行こう！」を夢に国際交流 

   ▼あなぶきスポーツクラブ（徳島県美馬市） 

   http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20100621202822_8.pdf 

 

 

●部活動・学校 

(1) 部活動とクラブ指導者間の協力による一貫指導の実現 

  ～全国中学校サッカー大会で準優勝を果たす！ 

   ▼朝日丘スポーツクラブ（愛知県豊田市） 

   http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20100621204124_9.pdf 

 

(2) 学校施設のクラブ利用で進む、本物の“地域密着” 

  ～クラブハウス設置、「地域交流室」で住民が喜ぶ教室 

   ▼ひしのみクラブ（大分県大分市） 

   http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20100621205412_10.pdf 
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●競技力 

(1) 基礎体力の向上と仲間づくりからアスリートへの夢を育てる 

  ～15年、健康と笑顔の裾野拡大、次なるステージへ 

   ▼鶴岡市民健康スポーツクラブ（山形県鶴岡市） 

   http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20100621190854_4.pdf 

 

(2) 「めざせ！トップアスリート」教室の開催 

  ～豪華なコーチ陣による陸上ジュニア選手の育成 

   ▼たるいチャレンジクラブ Let’s（岐阜県垂井町） 

   http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20100621190854_5.pdf 

 

(3) クラブで学んだ「なぎなた」でインターハイに出場 

  ～クラブから国体選手輩出へ高まる期待 

   ▼屋島ＵＲＯスポーツクラブ（香川県高松市） 

   http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20100621190854_6.pdf 

 

 

●学び・つながり 

(1) 地域の協力で主催する子ども向け自主学習教室 

  ～スポーツも勉強もどちらも出来る子どもを育てたい！ 

   ▼りふスポーツクラブ“スポメイトりふ”（宮城県利府町） 

   http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20100621190854_7.pdf 

 

(2) 新たなつながりを生み出す「しゃべり場」「学び場」 

  ～まちづくりに一役買う総合型へと歩み出したクラブ 

   ▼クラブしっきーず（埼玉県志木市） 

   http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20100621190854_8.pdf 

 

 

●医療 

(1) クラブと地域医療機関との前向きな関係 

  ～希望テーマに応じた医師を健康教室に無料で招く 

   ▼安谷屋スポーツクラブ（沖縄県北中城村） 

   http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20100621190854_9.pdf 

 

(2) 病院からクラブ勤務へ、健康管理をサポートする看護師 

  ～安心と信頼が魅力の専門人材配置 

   ▼スポーツクラブ富山（富山県富山市） 

   http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20100621190854_10.pdf 

 

 

http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20100621190854_4.pdf
http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20100621190854_5.pdf
http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20100621190854_6.pdf
http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20100621190854_7.pdf
http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20100621190854_8.pdf
http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20100621190854_9.pdf
http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20100621190854_10.pdf


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【２】若手クラブ仕事人の夢メッセージ （服部光志さん） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◆◆◆◆◆ 

◆総合型クラブの仕事を本業としている若者を紹介する連載です。 

若さは実年齢と関係ありませんが、ここではおよそ 35歳以下。 

今月は「NPO法人たかとみスポーツクラブ」（岐阜県山県市）の 

服部光志さん（31歳）です。 

 

若い人がどのように考えて仕事に取り組み、がんばっているのか、 

次の世代を育てていく大人のあなたは必読です！ 

若い人に希望を与え、支持されるクラブでありたいですね。 

 

▼文章全体と写真はこちらから 

http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20100621160259_4.pdf 

 

▼「NPO法人たかとみスポーツクラブ」HPはこちらから 

http://homepage2.nifty.com/tsc/ 
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【３】総合型クラブがある町の「わがまち自慢！」<NEW!> 

     私達の宝物～木地師の跡～（福島県南会津町） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

■■■■■ 

■新しい連載では、総合型クラブがある町の「地域の宝物」を 

紹介していただきます。 

 

地域に対する愛着や誇りは、クラブづくりがうまくいく土台。 

地域の伝統文化、食、農産物、歴史・史跡、産業、人物など、 

次世代に引き継ぎたい、地域を象徴する「宝物」を再認識し、 

クラブで活用すれば、愛着や誇りをもたらす仕掛けになります。 

 

第 1 回は、人口約 1,700人の福島県南会津町「木地師の跡」。 

「木地師（きじし）」とは、良質なブナを求め、山々を転々と 

しながらブナを伐採し、その原木から椀を作る職人のことです。 

 

この町にある「ひのきスポーツクラブ」のクラブマネジャー 

で地方企画班員の湯田賢史さんによる紹介です。 

 

▼文章全体と写真はこちらから 

http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20100621155729_4.pdf 
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▼ひのきスポーツクラブ HPはこちらから 

 （活動の面白いアイデア満載です！） 

http://www.geocities.jp/hinokisportsclub/index.htm 
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【４】助成金情報（応募締切 7 月 31日までのもの） 
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▼平成 22年度山村再生プラン（7月 2日まで） 

http://www.aise.jp/sanson_saisei/2010/06/01koubo.html 

 

▼平成 22年度 第 4回「共生（ともいき）・地域文化大賞」 

（表彰部門 7月 9日まで） 

http://tomoiki.jp/ 

 

▼Panasonic ＮＰＯサポート ファンド【2011年 子ども分野】（7月 30日まで） 

http://panasonic.co.jp/cca/pnsf/npo_mina.html 
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【５】メールマガジン次号の予告 
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 ＜特集＞クラブをわかりやすく伝えるためには～住民との共感のプロセス 

     まず「住民に共感してもらうプロセス」を用意すること。 

     遠回りのようですが、この順番は大事です。 

     住民の理解と当事者意識の土台づくりとなります。 

 

 ＜連載＞ アドバイザーおすすめのクラブ、全国協議会がめざすもの など 

 

  ■発行予定日；７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、クラブ関係のイベント情報、 

 「こんなテーマや情報をとりあげてほしい」などご要望が 
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 ありましたら、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 

 

 

●熱中症を防ごう！（スポーツ活動中の熱中症予防 8カ条） 

 蒸し暑くなってきました。これからは熱中症の季節です。 

 熱中症による死亡事故は毎年発生しています。 

 とくに、スポーツ活動中の熱中症には十分気をつけたいですね。 

 熱中症予防に関する知識を身につけて、防いでいきましょう！ 

 

 ▼「スポーツ活動中の熱中症予防 8カ条」日体協 HP 

 http://www.japan-sports.or.jp/medicine/guidebook1.html 

 

 

●スポーツクラブづくりシンポジウム(東京都)が開催されます。 

 （財）東京都スポーツ文化事業団等の主催により下記のとおり開催されます。 

 詳しくは、以下 HPをご覧ください。 

  日時：平成 22年６月 26日(土)13:00～17:00（受付は 12:30～） 

  場所：東京体育館第一会議室（JR千駄ヶ谷駅前） 

  内容：基調講演、パネルディスカッション 

  申込：フリーダイヤル 0120-612-001スマイルスポーツ事業センターへ 

  問合：東京都広域スポーツセンター 03-5474-2148 

 

 ▼詳しくはこちらから 

  http://smilesports.jp/item/133/7.html（オンライン予約） 

  http://kouiki-sports-tokyo.jp/lecture/schedule/0153.html 

 （東京都広域スポーツセンター） 

 

 

●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 2,800 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 

http://www.japan-sports.or.jp/medicine/guidebook1.html
http://smilesports.jp/item/133/7.html
http://kouiki-sports-tokyo.jp/lecture/schedule/0153.html


 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/

