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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：3,445件  
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【１】特集 ＜「お試し事業」を活用しよう！＞ 

 ●「プレ事業」成功のポイント 

  ～プレ事業を全体に活かす！ 失敗を活かす！～ 

 ●事例紹介 

  (1)「すっきりボディチャレンジ隊」 

     （おぐにスポーツクラブＹｕｉ 山形県小国町） 

  (2)「家族ふれあいグラウンドゴルフ大会」 

     （古殿スポーツクラブ（仮称） 福島県古殿町） 

  (3)「２４時間チャリティーバスケットボール大会」 

     （清水スポーツクラブ 静岡県静岡市） 

  (4)「おおえギネスに挑戦」 

     （鬼楽スポーツクラブ 京都府福知山市） 

  (5)「土曜日はスポーツの日」 

     （下松中央スポーツ振興会 山口県下松市） 

 

【２】アドバイザーのおススメ・クラブ ＜隔月連載＞ 

   File11 スポーツをめちゃめちゃ楽しむスポーツクラブ 

         ～NPO法人ＴＳＣ（滋賀県高島市） 

【３】全国協議会がめざすもの（第 5回）＜隔月連載＞ 

【４】助成金情報（応募締切 2 月 28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！ 

  ●第２回ブロック別クラブミーティング開催報告 

  ●第４回全国スポーツクラブ会議 in宮崎 開催のお知らせ（延期開催） 



  ●【寄稿】「ドイツ研修雑感」 

     （ドイツ研修派遣団副団長  

       中澤 謙氏；会津大学文化研究センター 准教授） 

  ●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＞ 「お試し事業」を活用しよう！ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

■■■■■ 

■クラブ立ち上げの準備段階は、どのクラブも手探りです。 

同じ手探りでも、有効な「手探り」を重ねたいものです。 

 

 では、準備段階で何をすれば効果的でしょうか？ 

それが、試しに行ってみる「お試し（プレ）事業」です。 

やってみて初めてわかることは多く、本格始動に役立ちます。 

 

 まず、プレ事業の意義や失敗しないポイントについて、 

次に、５つの事例とそれぞれの成功ポイントを紹介します。 

 

 設立後のクラブにも役立つアイデア満載です。 

 ぜひ、ご覧ください！ 

 

 

●「プレ事業」成功のポイント 

  ～プレ事業を全体に活かす！ 失敗を活かす！～ 

    お試し事業とは／目的を明確に／まず、やってみること／ 

    身の丈に合った実施を／失敗しないための 4つのポイント 

         （加藤裕之 埼玉県クラブ育成アドバイザー） 

   ▼文章全体はこちらから 

   http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20110120172654_4.pdf 

 

 

●事例紹介 

(1)「すっきりボディチャレンジ隊」 

   ～プレ事業の成功がクラブを支える大きな力に～ 

      （おぐにスポーツクラブＹｕｉ 山形県小国町） 

   ▼文章全体と写真はこちらから 

   http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20110120172654_5.pdf 

   

   

http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20110120172654_4.pdf
http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20110120172654_5.pdf


(2)「家族ふれあいグラウンドゴルフ大会」 

   ～集客に失敗しても、あきらめず実行する意義～ 

      （古殿スポーツクラブ（仮称） 福島県古殿町） 

   ▼文章全体と写真はこちらから 

   http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20110120172654_6.pdf 

   

   

(3)「２４時間チャリティーバスケットボール大会」 

   ～プロに徹する！～ 

      （清水スポーツクラブ 静岡県静岡市） 

  ▼文章全体と写真はこちらから 

   http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20110120172654_7.pdf 

 

 

(4)「おおえギネスに挑戦」 

   ～子どもたちが、面白く継続できるツール～ 

      （鬼楽スポーツクラブ 京都府福知山市） 

   ▼文章全体と写真はこちらから 

   http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20110120172654_8.pdf 

    

   

(5)「土曜日はスポーツの日」 

   ～ネーミングと広報、時間中の自由参加が成功ポイント～ 

      （下松中央スポーツ振興会 山口県下松市） 

   ▼文章全体と写真はこちらから 

   http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20110120172654_9.pdf 
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【２】アドバイザーのおススメ・クラブ 

      File11 スポーツをめちゃめちゃ楽しむスポーツクラブ 

           ～Have a blast playing sports.～ 

               ～NPO法人ＴＳＣ（滋賀県高島市） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◆◆◆◆◆ 

◆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、 

 隔月でご紹介します。 

 

◆今月は「NPO法人ＴＳＣ」。 

 滋賀県のアドバイザー 中島太希さんのおススメ・クラブです。 

http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20110120172654_6.pdf
http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20110120172654_7.pdf
http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20110120172654_8.pdf
http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20110120172654_9.pdf


 

 サブタイトルにある「blast」は、もともとラッパの音、爆破など 

の意味で、とにかく楽しむことがこのクラブのコンセプトです。 

地元大学出身の若いマネジャーを中心に若い感覚で展開しています。 

   

 年に 1度、「5年後会議」という 5年後のクラブ像を考える会議を 

行っています。設立 5年目を迎え、これからも楽しみなクラブです！ 

 

  ▼文章全体と写真はこちらから 

  http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20110120152216_4.pdf 

    

  ▼中島太希さんのプロフィールはこちらから 

  http://www.japan-sports.or.jp/local/outline/adviser/25.html 

 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【３】全国協議会がめざすもの（第 5回）  

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

■■■■■ 

■2009 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）」はいよいよ満 2年を迎えようとしています。 

各都道府県総合型クラブ連絡協議会を横につなぎ、 

2千を超えるクラブが加入しています。 

   

 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 5回は、丸山順道 常任幹事。 

 ＳＣ全国ネットワークのような大きなネットワークと、 

地元の小さなネットワークの両方の必要性を提案されています。 

 

 ＳＣおおいたネット（大分県）では、今年度から、「夜なべ談義」と 

称して、県内ブロックごとにクラブの悩みや未来を話し合う事業のほか、 

「クラブ交流会」（試合や体験）などを展開しています。 

   

  ▼文章全体と写真はこちらから 

  http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20110120152403_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 

 

http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20110120152216_4.pdf
http://www.japan-sports.or.jp/local/outline/adviser/25.html
http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20110120152403_4.pdf
http://www.japan-sports.or.jp/local/conference/index.html
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【４】助成金情報（応募締切 2 月 28日までのもの） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

  ▼第 14回カラーレーザープリンタ寄贈プログラム（1月 31日まで） 

  http://www.eparts-jp.org/program/2010/12/printer-14.html 

 

  ▼ＵＲＣＡまちづくり企画支援事業（2月 28日まで） 

  http://www.urca.or.jp/index2.htm 
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【５】メールマガジン次号の予告   

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 ＜特集＞ やめない会員を増やす「帰属意識」 

       「帰属意識」があると、会員は当事者意識をもって 

        クラブを支え、継続してくれます。 

       「帰属意識」はどのように育まれるのでしょうか。        

 

 ＜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；２月２１日（月） 
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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 

 

 

http://www.eparts-jp.org/program/2010/12/printer-14.html
http://www.urca.or.jp/index2.htm


●第２回ブロック別クラブミーティング開催報告 

   

  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。 

 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！ 

 

 北海道ブロック：11月 12日（金）、13日（土）於：北海道札幌市・北海道立総合体育センター 

    http://www.japan-sports.or.jp/local/event/pdf/cb_m_reh2201_2.pdf 

 東 北ブロック：11月 13日（土）、14日（日）於：秋田県秋田市・秋田県青少年交流センター 

    http://www.japan-sports.or.jp/local/event/pdf/cb_m_reh2202_2.pdf 

 関 東ブロック：11月６日（土）、７日（日）於：東京都渋谷区・岸記念体育会館 

    http://www.japan-sports.or.jp/local/event/pdf/cb_m_reh2203_2.pdf 

 近 畿ブロック：11月 20日（土）、21日（日）於：滋賀県草津市・立命館大学びわこ・くさつ

キャンパス 

    http://www.japan-sports.or.jp/local/event/pdf/cb_m_reh2206_2.pdf 

 中 国ブロック：11月 27日（土）、28日（日）於：広島県広島市・広島県立総合体育館 

    http://www.japan-sports.or.jp/local/event/pdf/cb_m_reh2207_2.pdf 

 四 国ブロック：11月 27日（土）、28日（日）於：愛媛県大洲市・国立大洲青少年交流の家 

    http://www.japan-sports.or.jp/local/event/pdf/cb_m_reh2208_2.pdf 

 九 州ブロック：11月 20日（土）、21日（日）於：熊本県熊本市・熊本交通センターホテル 

                               熊本県立総合体育館 

    http://www.japan-sports.or.jp/local/event/pdf/cb_m_reh2209_2.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（延期開催） 

   

 平成 22年５月 22日・23日に開催予定でありました「第４回全国スポーツクラブ会議 in宮崎」 

 については、口蹄疫による非常事態宣言を受け、中止となっておりましたが、 

 あらためて、下記により開催されますので、お知らせいたします。 

 会議内容詳細、申し込みについては下記ＨＰよりご覧ください。 

 

 期日：平成 23年２月 26日（土）・27日（日） 

 会場：宮崎市民プラザ 

 問い合わせ：ＮＰＯ法人佐土原スポーツクラブ 

  ＴＥＬ：０９８５－７３－４４４２ 

  ＨＰ：http://www.sadowara-sc.com/news/post-49.html 

 

 

●【寄稿】「ドイツ研修雑感」 

 今年度日体協クラブマネジメント指導者海外研修事業を 

  toto 助成事業で実施しました。 

 

http://www.japan-sports.or.jp/local/event/pdf/cb_m_reh2201_2.pdf
http://www.japan-sports.or.jp/local/event/pdf/cb_m_reh2202_2.pdf
http://www.japan-sports.or.jp/local/event/pdf/cb_m_reh2203_2.pdf
http://www.japan-sports.or.jp/local/event/pdf/cb_m_reh2206_2.pdf
http://www.japan-sports.or.jp/local/event/pdf/cb_m_reh2207_2.pdf
http://www.japan-sports.or.jp/local/event/pdf/cb_m_reh2208_2.pdf
http://www.japan-sports.or.jp/local/event/pdf/cb_m_reh2209_2.pdf
http://www.sadowara-sc.com/news/post-49.html


 全国より集まった 15名の団員が、10/19～10/25、ドイツへ出向き、 

 地域スポーツクラブに関する講義・視察による研修を行いました。 

 派遣団副団長である会津大学文化研究センター准教授の 

 中澤 謙氏による寄稿文です。 

 

  ▼文章全体と写真はこちらから 

  http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20110120150934_4.pdf 

 

 

●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 3,500 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） 

 

  ▼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/ 

 

http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20110120150934_4.pdf
http://www.japan-sports.or.jp/local/mail/index.html
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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