
 

第 66 号 平成 23 年 4月 20日発行  

  

  

 

 

■■□□■■□□■■□□■■□□■□■□□■■□□■■□□■■□□■■ 

 ◆ 【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６６号 平成２３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：3,507 件  
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【１】メールマガジン発行７年目を迎えるにあたって 

【２】被災地クラブへ「応援メッセージ」と「してほしいこと・できること」 

【３】全国協議会（ＳＣ全国ネットワーク）主催「活動風景写真」 

「クラブ広報誌」コンテスト入賞・入選作品が決定しました！ 

【４】財源確保に取り組まれているクラブの皆さまへ －寄附金を活用してみませんか－ 

【５】助成金情報（申請締切 2011 年６月 15 日までのもの） 

【６】メールマガジン次号の予告 

★お知らせ★ 

 ●読者アンケートにご協力ください！（締切：４月 30 日） 

 ●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) 

 ●クラブマネジメント指導者海外研修報告書ができました！ 

 ●公式メールマガジンへの登録をお勧めください！ 

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

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【１】メールマガジン発行７年目を迎えるにあたって 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

■■■■■ 

■昨年度は、総合型クラブ育成情報提供事業の一環として発行いたしました 

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、今年度で発行７年目を迎え、現在約 3,500名の方々にご登録 

いただいております。これまで同様、ご愛読いただいている皆様に役立つ情報 



を発信していきたいと考えております。掲載を希望する内容がございましたら 

ぜひ皆様のご意見をいただければと存じます。 

 

■また、是非とも他のクラブ関係者へ本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発展や関係者間のネットワークづくりの一翼を 

担って頂ければ幸いです。 

 

（日本体育協会 スポーツ振興部 クラブ育成課） 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【２】被災地クラブへ「応援メッセージ」と「してほしいこと・できること」 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◆◆◆◆◆ 

◆このたびの東日本大震災で、全国の多くのクラブから、 

被災地クラブへの心配や「何かできることはないか」 

という声が多数寄せられています。 

そこで、本メルマガが、皆様の暖かい気持ちを１つの所に集めて、 

発信する場になれないかと考え、４月５日に呼びかけたところ、 

５ページにわたる情報が寄せられました。 

 

クラブ同士が気持ちを１つにして助け合い、１日も早い 

復興をめざして、力を出し合えたら素晴らしいと思います。 

 

 ▼文章全体はこちらから 

 http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20110420144515_4.pdf 

 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【３】全国協議会（ＳＣ全国ネットワーク）主催「活動風景写真」 

「クラブ広報誌」コンテスト入賞・入選作品が決定しました！ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

■■■■■ 

■日本体育協会では、創立 100 周年記念事業として、総合型地域スポーツクラブ 

「活動風景写真」「クラブ広報誌」コンテストを行いました。 

入賞・入選作品が、以下のように決定いたしましたのでご報告します。 

 

【活動風景写真】（応募数 76点） 

＜最優秀賞＞稲津スポーツ・文化クラブ（岐阜県） 

＜優秀賞＞ 総合型地域スポーツクラブ プラスワン（静岡県） 

      NPO法人ならスポーツクラブ／奈良尚武館道場（奈良県） 

＜ 佳作 ＞ カシオペア氷上スポーツクラブ(岩手県) 

http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20110420144515_4.pdf


      NPO法人生涯スポーツ振興会 アプルス（山形県） 

      カルヴァーリョ・ラッソ人吉（熊本県） 

＜ 入選 ＞  NPO法人新町スポーツクラブ（群馬県） 

      みなと小松島スポーツクラブ（徳島県） 

      るもいスポーツクラブ「このゆびとまれ」（北海道） 

      特定非営利活動法人さくら総合スポーツクラブ（島根県） 

      いぶきスポーツクラブ（滋賀県） 

      柵原星の里スポレク倶楽部（岡山県） 

 

【クラブ広報誌】（応募数 89点） 

＜最優秀賞＞総合型地域スポーツクラブ どんぐりクラブ屋台村（広島県） 

＜優秀賞＞ NPO法人ナスク（沖縄県） 

      NPO法人 SEIBUスポーツクラブ（富山県） 

＜ 佳作 ＞  特定非営利活動法人ゆうスポーツクラブ（山口県）  

      柵原星の里スポレク倶楽部（岡山県） 

      特定非営利活動法人川西スポーツクラブ（奈良県） 

      しいだコミュニティ倶楽部（福岡県） 

＜ 入選 ＞  NPO法人ふちゅうスポーツクラブ（富山県） 

      NPO法人スポーツクラブスクラム（高知県） 

      NPO法人こうなんスポーツクラブ（高知県） 

      NPO法人すさきスポーツクラブ(高知県) 

      NPO法人総合クラブとさ（高知県） 

 

 ▼入賞・入選「作品」の写真等はこちらから 

http://www.japan-sports.or.jp/local/conference/contest/index.html 

 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【４】財源確保に取り組まれているクラブの皆さまへ  

   －寄附金を活用してみませんか－ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

NPO 法人格を有するクラブは、一定の要件を満たせば税制優遇を受けて 

寄附金の募集ができます（認定 NPO法人制度の活用）。 

 

クラブの安定的な運営のためには、会員からの収入や行政からの委託・助成金収入のほか、 

地元企業等からの寄附金を受け入れることも有意義です。 

NPO 法人が税制優遇を受けられる制度として、認定 NPO法人制度があります。 

その税制措置の内容や認定を受ける際の要件などについては、以下をご覧下さい。 

また、総合型クラブが認定 NPO 法人制度を活用できるかどうかについて、 

国の関係省庁間で検討が行われており、その結果についても以下を御覧下さい。 

 

http://www.japan-sports.or.jp/local/conference/contest/index.html


 ▼詳細はこちらから 

  http://www.japan-sports.or.jp/local/news/newsDetail.asp?newsNo=336 

 

 

［参考 1］ 

 文部科学省ホームページ 

 「NPO 法人格を有する総合型地域スポーツクラブが活用できる寄附税制（認定 NPO 法人制度）

について」 

 

http://www.mext.go.jp/component/a_menu/sports/detail/__icsFiles/afieldfile/2011/03/28/

1304061_1_1.pdf 

 

 文部科学省から各都道府県に対しても、平成 23年 2 月 28 日付文書により、すでに本件の内容

が通知されています。 

 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【５】助成金情報（申請締切 2011 年６月 15 日までのもの） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

  ▼2011 年度スミセイ コミュニティスポーツ推進助成プログラム 

  （A）調査・研究助成 (B)実践助成 （５月７日まで） 

   http://www.sumitomolife.co.jp/csr/kouken/kenkou/sport2011.html 

 

   ▼平成 23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」公募（６月 15日まで） 

   http://www.nihonseimei-zaidan.or.jp/kourei/02_gaiyo.html 

 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【６】メールマガジン次号の予告   

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

   ＜特集＞ 座談会：クラブのほしい「情報」とは？   

   ＜連載＞ アドバイザーのおススメ・クラブ、など         

   ■発行予定日；2011年 ５月２０日（金） 

 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 ★お知らせ★ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

http://www.japan-sports.or.jp/local/news/newsDetail.asp?newsNo=336
http://www.mext.go.jp/component/a_menu/sports/detail/__icsFiles/afieldfile/2011/03/28/1304061_1_1.pdf
http://www.mext.go.jp/component/a_menu/sports/detail/__icsFiles/afieldfile/2011/03/28/1304061_1_1.pdf
http://www.sumitomolife.co.jp/csr/kouken/kenkou/sport2011.html
http://www.nihonseimei-zaidan.or.jp/kourei/02_gaiyo.html


 

●読者アンケートにご協力ください！（締切：４月 30日） 

  メールマガジンのご愛読をいただき、ありがとうございます！ 

  読者のみなさまに役に立つメールマガジンの作成にむけて 

  アンケートにご協力ください！    

   

  アンケートにお答えいただいた方で、ご希望の方には、 

  創立 100 周年記念グッズ（ピンバッジとシール）を先着 20名様にお送りします。 

   

  ▼参考：メールマガジンのこれまでの特集・連載（バックナンバー）  

   http://www.japan-sports.or.jp/local/mail/backnumber/index.html 

 

 【アンケート回答のしかた】 

  下記のＵＲＬをクリックいただき、回答後、文末のアドレスに 

  添付ファイルで送信いただくか、   

  印刷してＦＡＸ送信してください（お手数をおかけします）。 

 

  ▼「読者アンケート」はこちらから 

   http://www.japan-sports.or.jp/local/news/newsDetail.asp?newsNo=334 

 

  ＊このメールマガジンは送信専用ですので、直接返信はできません。 

 

 【アンケート返信アドレス・FAX】 

  Email：sc-info@japan-sports.or.jp  FAX:０３－３４８１－２２８４  

 

 

 

●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/mail/backnumber/index.html
http://www.japan-sports.or.jp/local/news/newsDetail.asp?newsNo=334


 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 

 

●クラブマネジメント指導者海外研修報告書ができました！ 

 

 2010 年 10月 19 日～25日までの７日間、全国から選ばれた 15名の派遣団に 

 よる、ドイツでの研修報告書ができあがりました。 

 ドイツ人講師の 8つの講義録や、4つのクラブ視察レポート、 

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


 そして、団員自身のレポートが掲載された充実の１冊です。 

 

 ▼以下から、全文と写真をご覧いただけます。 

 http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20110419_01.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/ 

 

  ※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。 

http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20110419_01.pdf
http://www.japan-sports.or.jp/local/mail/index.html
http://www.japan-sports.or.jp/local/mail/


 

◆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 

 

 


