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【１】＜特集＞ クラブをわかりやすく伝える～住民との共感プロセス 
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■■■■■ 

■住民のためのクラブだからといって、 

いきなり住民に協力を求めるのは無理な話です。 

 

その前に、「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、この順番が大事です。 

住民の理解と当事者意識の土台になります。 

 

今月は、住民の立場に立ったわかりやすい方法で、 

住民の感性に訴えたり、感情を動かしたりする、 

「共感のプロセス」を実践する６つのクラブをご紹介します。  

参考になれば幸いです。 

 

●印象に残る方法で、まず「存在」を知ってもらう 

 

（１）校庭から生まれる『人と人とのつながり』 

  ～校庭芝生化がクラブ周知へ及ぼした効果とは～ 

  ▼ＮＰＯ法人しんじ湖スポーツクラブ（島根県松江市） 

   http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20100720144924_4.pdf 

 

（２）地域一体となり住民が主役になる「チャレンジデー」 

  ～認知度向上、クラブの飛躍へ効果あり～ 

  ▼大森スポーツクラブさくら（秋田県横手市） 

   http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20100720144924_5.pdf 

 

 

●基本的な方法で、地道に「存在」を伝える 

 

（１）信頼の厚いメディア「回覧板」の活用 

   ～住民に毎月、クラブ情報が行き渡る方法と効果～ 

   ▼高橋スポーツクラブ（愛知県豊田市） 

    http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20100720144924_6.pdf 

 

（２）事業の節目ごと、顔の見えるチラシを全戸配布 

   ～敷居の低い柔らかな雰囲気の伝え方～ 

   ▼クラブ富士山（山梨県河口湖町） 

    http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20100720144924_7.pdf 

 

 

●感性に訴える効果 

 

  寸劇に見るスタッフの情熱、住民理解への挑戦 

  ～「総合型地域スポーツクラブちなんかえ？（何ですか？）」～ 

  ▼洞門元気クラブ（大分県中津市） 

   http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20100720144924_8.pdf 

 

 

http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20100720144924_4.pdf
http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20100720144924_5.pdf
http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20100720144924_6.pdf
http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20100720144924_7.pdf
http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20100720144924_8.pdf


●数字と映像の説得力 

 

  住民目線で問題点を洗い出し共有 

  ～意識変化を促す行政の調整と「数字」の力～ 

  ▼憩楽クラブかつらぎ（和歌山県かつらぎ町） 

   http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20100720144924_9.pdf 
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【２】アドバイザーのおススメ・クラブ 

   File８ 働き盛りの世代が 4割、バランス感覚を大事にするクラブ 

       ～もとみやスポーツネットワーク（福島県本宮市） 
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◆◆◆◆◆ 

◆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、 

 昨年度に引き続き、隔月でご紹介します。 

 

◆今月は「もとみやスポーツネットワーク」。 

 福島県のアドバイザー海老根慧さんのおススメ・クラブです。 

 

 工業都市にあり、働き盛りの 30～50代が４割を占めるクラブです。 

 継続の秘訣は「腹八分目」、「効率よりも交流」など 

 役立つヒントがいっぱいです！ 

  

「外からの視点と地域への愛着、効率的な運営と人間味あふれる 

 運営など、共に必要な視点をバランス良く持つことが、 

 クラブを次世代にもつなげていくために大切になるのでは」と、 

 海老根さんのメッセージです。 

 

 ▼文章全体と写真はこちらから 

  http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20100720131353_4.pdf 

 

 ▼もとみやスポーツネットワーク HPはこちらから 

  http://www.city.motomiya.lg.jp/motospo/ 

 

 ▼海老根慧さんのプロフィールはこちらから 

  http://www.japan-sports.or.jp/local/outline/adviser/7.html 
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【３】全国協議会がめざすもの（第２回） 
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■■■■■ 

■昨年２月に設立された「総合型地域スポーツクラブ全国協議会 

（通称：ＳＣ全国ネットワーク）」が２年目の活動に入っています。 

 各都道府県協議会を横につなぎ、２千近くのクラブが加盟しています。 

 

 連載では、全国協議会の役員の皆様に、「こうしていきたい！」 

 という熱い想いを発信していただいています。 

 

 第２回は、伊端隆康 常任幹事。 

 「この全国組織は、誠実に活動する各地の総合型クラブに 

  役立つこと、または刺激を与えることをしなければ 

  存在意義はありません」から始まる納得の内容です！ 

 

 ▼文章全体はこちらから 

  http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20100720131545_4.pdf 

 

 ▼総合型地域スポーツクラブ全国協議会のページはこちらから 

  http://www.japan-sports.or.jp/local/conference/index.html 
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【４】助成金情報（応募締切９月 30日までのもの） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

 ▼財団法人パナソニック教育財団  

    あなたの活動の輪を広げませんか？ 

 ～「子どもたちの“こころを育む活動”全国大賞」を募集しています。～ 

   （９月 30日まで） 

  http://www.kokoro-forum.jp/zenkoku/zenkoku-undou.html#bosyu 

 

 ▼社団法人倫理研究所 

   第 14回「地球倫理推進賞」公募（郵送９月 30日、ネット 10月１日まで） 

   （５年以上継続し、顕著な実績をあげている団体または個人） 

  http://www.rinri-jpn.or.jp/suishin/suishin-contest.htm 
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【５】メールマガジン次号の予告 
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 ＜特集＞ クラブハウスの可能性 

   「クラブハウス」は、クラブのシンボルです。 

   来月の特集では、快適で居心地のいいクラブハウス、 

   住民が集まっている・集まりやすいユニークなクラブハウス、 

   スポーツをしていない住民にも上手にアピールする 

   クラブハウスなど、各地の事例をご紹介します。 

 

 ＜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；８月２０日（金） 
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★お知らせ★ 
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●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 

 

 

●第１回ブロック別クラブミーティング開催報告 

 

 ６～７月上旬にかけて、全国で第１回クラブミーティングが順次開催されました。 

 各地での活発な情報交換や話し合いが行われた内容をご報告します。 

 ぜひご覧ください！ 

 

 関 東ブロック：６月５日（土）於：東京都・岸記念体育会館 

  http://www.japan-sports.or.jp/local/event/pdf/cb_m_reh2203.pdf 

 東 北ブロック：６月 19日（土）於：仙台市・宮城県自治会館 

  http://www.japan-sports.or.jp/local/event/pdf/cb_m_reh2202.pdf 

 

 

●総合型地域スポーツクラブ全国協議会 

http://www.japan-sports.or.jp/local/event/pdf/cb_m_reh2203.pdf
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             （SC全国ネットワーク）からのお知らせ 

 

 このほど、「平成 23 年度 文部科学省に係る税制改正要望の募集」にあたり、 

 SC 全国ネットワークとしての要望を行いました。 

 全国の総合型クラブが安定的な運営を図っていく上で非常に有益、かつ、 

 それぞれの地域におけるスポーツ環境の更なる充実・活性化につながることを期待し、 

 「新しい公共（＊注：下記参考 1）」を担う総合型地域スポーツクラブに係る 

 認定 NPO法人制度の適用要件の緩和について、 

 文部科学省（大臣官房政策課・税制改正要望担当宛て）に要望しましたので、 

 お知らせいたします。 

 詳細は、下記ＨＰをご覧ください。 

 

 ▼詳細はこちらから 

 http://www.japan-sports.or.jp/local/news/newsDetail.asp?newsNo=301 

 

［参考 1］「新しい公共宣言」 

 http://www5.cao.go.jp/entaku/shiryou/22n8kai/pdf/100604_01.pdf 

 「新しい公共」とは、まちづくりや福祉等の社会的課題の解決に、 

 政府だけでなく、企業やＮＰＯも取り込む構想を言います。 

 2010 年 1月、内閣府に「新しい公共」円卓会議が立ちあがり、 

 社会的課題解決に取り組む企業やＮＰＯが活躍しやすい制度・ 

 仕組みを検討し、６月まで８回の会議が開催されました。 

 上記 HP に「総合型地域スポーツクラブを拠点とした地域住民の主体的な取組」 

 と題し P10 に掲載されています。 

 

 

●沖縄県・今帰仁村総合型地域スポーツクラブ NPO法人ナスクからのお知らせ 

 ～美ら島沖縄総体 2010 「南の島から島ぞうり」 

    フォトギャラリー＆交流ボードについて～ 

 今月７月 28日より沖縄県で開催される「美ら島沖縄総体 2010」 

 （平成 22年度全国高等学校総合体育大会）において、 

 県内高校生の一人一役活動として、全国から沖縄に集う選手・監督等 

 関係者４万人に、沖縄の誰でも持っている島ぞうりに 

 「美ら島沖縄総体 2010のロゴマーク」を掘り込み、記念品として 

 作品を贈ることになっています。 

 実は、このアイデアは、今帰仁村総合型地域スポーツクラブ NPO 法人ナスク 

 の会員が小学生の時に体験したプログラムからヒントを得て 

 最優秀に選ばれました。 

 受賞した高校生は、「美ら島沖縄総体 2010」を支えている 

 県内高校生全員の活動をもっと多くの人に伝えたい、 

 全国の高校生には一人一役運動を通じてもっと 

 「総合型地域スポーツクラブ」を知ってもらいたいという 

http://www.japan-sports.or.jp/local/news/newsDetail.asp?newsNo=301
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 想いがありました。 

 その想いを受け、今帰仁村総合型地域スポーツクラブ NPO 法人ナスクの 

 ＨＰにおいて、自由に作品を掲載できる 

 「島ぞうりミュージアムサイト」を開設しましたので、 

 お知らせいたします。 

 ぜひ、総合型クラブの関係者の皆様から地域の高校生に 

 お伝えいただければ幸いです。 

  

 ▼今帰仁村総合型地域スポーツクラブ NPO 法人ナスクＨＰはこちらから 

 http://www.nakijin.com/sc/ 

 

 

●「第４回全国スポーツクラブ会議 in宮崎」の開催延期について 

 去る 5月 22日（土）及び 23 日（日）の両日、宮崎県での開催が予定されて 

 いました標記会議については、５月 20日付け本メールマガジン第 55号にて 

 ご連絡いたしましたとおり「口蹄疫被害感染拡大防止」のため急遽中止と 

 なりましたが、その後、当該会議実行委員会における検討・調整の結果、 

 改めて下記により開催する運びとなりましたのでここにお知らせいたします。 

 

 ○期日：平成 23 年２月 26日（土）～27日（日） 

 ○会場：宮崎市民プラザ（※当初開催予定会場と同じ） 

 

 なお、同実行委員会では、次回「第５回全国スポーツクラブ会議」について、 

 現在、平成 23年 10 月 15日（土）～16日（日）にかけて、北海道標津町における 

 開催を予定しているとのことですので、併せてお知らせ申し上げます。 

 

 

●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 3,200 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】 

http://www.nakijin.com/sc/


 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◆ 
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