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【１】＜特集＞ 生涯スポーツ・体力つくり全国会議 2011 報告 
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■■■■■ 

■第１分科会 テーマ：総合型地域スポーツクラブ 



 ――教育機関等との連携が生み出す「自立」への可能性―― 

 

今年２月に開催された同会議の第１分科会では、総合型クラブの 

連携をテーマに、様々な角度から現状報告や提案がなされました。 

以下３つの視点で、当日の内容を報告書より抜粋して紹介します。 

１．子どもたちはスポーツとどのように出会うのか？ 

２．総合型クラブの機能性を高める“ネットワーク”のつくり方 

３．総合型クラブにおける人的資源の還流・循環を促すシステムづくり 

 

▼詳細と写真はこちらから 

   http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20110620102255_4.pdf 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【２】若手クラブ仕事人の夢メッセージ（森 亮太 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、「杜の里スポーツクラブ」（石川県金沢市）のクラブマネジャー 

森亮太さんを紹介します。 

森さんは、トレーナーとしての専門性を、一般の人や地域の人に 

いかせないかと考え、クラブに関わり始めました。 

 

「地域の若い力が育ち、巣立ち、また戻ってくる。そんなクラブに 

なっていくように」との想いを抱いて、日々奮闘中です！ 

 

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。 

 

▼詳細と写真はこちらから 

   http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20110620102932_4.pdf 

 

▼「杜の里スポーツクラブ」の HPはこちらから 

   http://morispo.sa-suke.com/ 
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【３】わがクラブの人気プログラム <NEW!> 

「らく！楽！エクササイズ」 

～総合型うれしのほほんスポーツクラブ（佐賀県嬉野市）～ 
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■■■■■ 

■今月からの新連載「わがクラブの人気プログラム」は、 

人気のある（人が集まる、好評である、など）プログラムを 

その魅力や人気のポイントも含めて、隔月で紹介します。 

 

  楽しくて体力アップもできる「らく！楽！エクササイズ」 

は今年５年目。中高年の女性に人気です！ 

 

  90 分間を“のほほん”と、自分のペースでできることが、 

人気の秘密のようです。詳細は以下から、ぜひご覧ください！   

 

▼詳細と写真はこちらから 

   http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20110620103256_4.pdf 
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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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   ▼独立行政法人福祉医療機構 平成 23年度社会福祉振興助成事業 

     第２次募集（７月 15日まで） 

     http://hp.wam.go.jp/guide/jyosei/tabid/966/Default.aspx 

 

   ▼国際交流基金日米センター助成プログラム 

     ＜追加公募：震災からの復興・防災＞（７月 29日まで） 

     http://www.jpf.go.jp/cgp/grant/Phoenix_plan.html 

    

   ▼パートナーシップ・サポートセンター 第８回パートナーシップ大賞 

     （７月 31日まで） 

       http://www.psc.or.jp/02_11.html 
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【５】メールマガジン次号の予告   

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

     ＜特集＞ クラブで楽しむ様々なツアーとその効果   

     ＜連載＞ アドバイザーのおススメ・クラブ、 

               子ども向けのプログラム紹介   など         

     ■発行予定日；2011年 ７月 20日（水） 
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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 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

●「子どものスポーツ支援プロジェクト」のご案内（震災復興支援） 

   ～ Keep on Club life！！ 集めよう・届けよう！クラブの力！～ 

   「NPO法人クラブネッツ」では、東日本大震災の被災地においてスポーツを 

   続けたい子どもを支援するため、「子どものスポーツ支援プロジェクト」を 

   展開しています。 

   同プロジェクトにご協力頂ける方、あるいはクラブは、「NPO法人クラブネッツ」 

   へお問い合わせください。詳細は下記リンクよりご覧いただけます。 

 

［＊以下、クラブネッツ HPより抜粋＊］ 

 「震災の影響で会費が払えなくなり、クラブを脱会してしまった子どもも 

  少なくありません。また、節電や放射能の影響から屋外での活動を制限されている 

  子どもも多く、震災前と同じようにスポーツを続けることが難しくなっています。 

  （中略）クラブ関係者（会員含む）の多くが被災に遭っている、活動場所が使えない、 

  震災が登録時期に重なったため、新規加入者や更新者が激減しているなど、 

  通常通りの活動に戻るためには、まだまだ時間を要するのが現状です。 

  特に会費徴収が難しいため、収入が激減しているクラブが多数あります。  

  どうか、被災した子どもがスポーツを続けられる環境を守るため、 

  皆様方のお力をお貸し下さい。よろしくお願いいたします。」 

 

▼「子どものスポーツ支援プロジェクト」の詳細はこちらから 

   プロジェクト全文 http://www.clubnetz.or.jp/shien/20110531.pdf 

 

※ 「NPO法人クラブネッツ」全国各地の地域スポーツクラブとスポーツ NPOを支援する非営利組

織 

   ▼ホームページ http://www.clubnetz.or.jp/ 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
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●笹川スポーツ財団シンポジウム 

「日本のスポーツのこれからを考える」 開催のご案内 

 

笹川スポーツ財団では、設立 20 年の節目を迎え、各種基礎データの収集と 

研究調査を基に日本のスポーツ政策を考えるスポーツシンクタンクに生まれ 

変わりました。その一歩として「国民が幸福を感じるスポーツライフとは？」 

を改めて問い直し、提言としてまとめました。 

 

東日本大震災の影響で延期したキックオフシンポジウムを、下記のとおり 

開催し、その提言の発表を行い、皆様とスポーツが目指すべき未来について考えます。 

ぜひご参加ください！ 

 

日 時 平成 23年７月４日（月）17：00～19：30 

場 所 日本財団ビル大会議室 

テーマ 「日本のスポーツのこれからを考える」 

 

▼詳細・申込はこちらから 

http://www.ssf.or.jp/research/info/article_110608.html 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

●【約 90％OFF！！残りわずか！！最後の機会！！】 

熱中症事故予防のための「熱中症指標計」の特別価格販売のご案内 

 

 

先月号でもご案内した通り、熱中症指標計の国内トップメーカーである京都電子工業株式会社の

ご厚意により、機種のモデルチェンジに伴い、旧モデルを一定の台数に限り、今回だけの「特別

価格」により読者の皆様方に斡旋することが可能となりました。 

なお、斡旋機種は旧モデルではありますが、国内最多販売の実績を持つ日本体育協会推奨品であ

り、いわゆる「簡易型（一部の機能が省かれた屋内利用限定型）」ではありません。屋内外を問わ

ず測定値がより正確に表示されます。＜測定上の性能は新モデルと変わりません。＞ 

 

「熱中症」については皆様もよくご存じの通り、特にスポーツの現場では発生頻度が高く、ひと

たび事故が起こると重篤な症状をはじめ、最悪の場合は人命が失われることもあり、管理監督者

をはじめとする関係者はその責任を問われ訴訟に至るケースもあります。 

日本体育協会では、これまでも熱中症事故の予防に極めて効果の高い「熱中症指標計」の活用を

推奨してまいりましたが、価格的に高価でもあり、必ずしも購入し易い状況ではありませんでし

た。 

残りわずかとなり、ご注文受付期間も６月 30 日（木）までとなっておりますが、お求めやすい価

格のこの機会に、熱中症事故予防対策の一環として、本推奨品のご購入をお勧めいたします。 

なお、複数台の同時購入、あるいは個人での購入も可能です。 

 

http://www.ssf.or.jp/research/info/article_110608.html


■［販売機種名］ 

熱中症指標計 WBTG－103型（製造元：京都電子工業（株）） 

■［販売価格］ 

  特別価格 → ￥5,900円（税込・送料込） ＊定価は\55,000円（税別・送料別） 

■［販売台数］ 

  残りわずか!!＜＊申込受付順の取扱いとし、規定の台数に達し次第、予告なく終了致します＞ 

■［お申込方法］ 

  次の事項を明記し、京都電子工業（株）営業企画部宛て直接 FAX（03-3237-0537）にてお申込

ください。 

【明記事項】（１）ご注文台数、（２）貴団体（個人）名、（３）商品送り先住所、（４）ご氏名(フ

ルネーム)、（５）ご連絡先お電話番号 

＜＊ご注文受付期間 平成 23年 6月 30日（木）17：00まで＞ 

■［代金お支払方法］ 

「商品代引き」のみの対応となります。 

■［その他］ 

本品購入経費については、「スポーツ振興くじ助成事業」の助成対象経費とはなりません。 

但し、収支計算書上の対象外経費（『その他の経費』）としての計上は可能です。 

 

≪商品機能・申込・発送・代金支払等に関するお問合せ窓口≫ 

京都電子工業株式会社 東京支店 営業企画部（担当：熊谷、田中） 

〒102-0074 東京都千代田区九段南 4-8-21 

TEL.03-3239-7331  FAX.03-3237-0537 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

●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 3,600 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。 

 

◆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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