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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：3,632件  

 

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

【１】特集 ＜クラブで楽しむ観戦・観光等とその効果＞ 

 ＜プロスポーツ観戦＞  

   ●名古屋オーシャンズ（フットサル）  

            （チャオ白川スポルトクラブ 岐阜県白川町）  

   ●地元出身の駒野選手を応援する観戦  

            （ゆうゆうスポーツクラブ海南 和歌山県海南市）  

 ＜スポーツ＋観光＞   

   ●カーリング・ウォーキング・温泉 IN軽井沢  

            （クラブ１２３荻窪 東京都杉並区）  

 ＜シーズン・スポーツ＞  

   ●雪と遊ぼう＆スキーツアー（元気クラブいかるが 奈良県斑鳩町）  

 ＜ウォーキングツアー＞  

   ●里海・里山ウォーキング（みさきタコクラブ 大阪府岬町）  

 ＜実施前にクラブが気をつけたいこと＞  

【２】アドバイザーのおススメ・クラブ ＜隔月連載＞ 

     File13 みんな仲良く！ つねに笑顔で！ やろうよスポーツ！  

          ～みつやの里スポーツクラブ（広島県安芸高田市）～  

【３】アクティブ・チャイルド・プログラム(第 1回) <NEW!> 

【４】助成金情報（雇用保険・労働保険料を支払っている場合に適用） 

【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！ 

  ●スポーツ基本法が成立しました！ 

  ●ひのきスポーツクラブから福島を元気に！ 

     クラブ presents がんばろう・ふくしま応援プロジェクト 

  ●被災 3県の総合型クラブへアスリート派遣やスポーツ用具の提供を行います 

  ●第 5回全国スポーツクラブ会議 開催のお知らせ 



  ●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＞クラブで楽しむ観戦・観光等とその効果 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

■■■■■ 

■クラブが実施するスポーツ観戦・観光などの様々なイベントや 

ツアーは、連帯感を高めたり、新しい会員や協力者を増やしたり、 

ネットワークづくりなどの効果をもたらしています。 

 

全国のクラブで行われているユニークな観戦・観光等の事例と 

その効果を紹介します。また、実施前の留意点も添付します。 

ぜひ、ご覧ください！ 

＜プロスポーツ観戦＞ 

●名古屋オーシャンズ（フットサル） 

  ▼チャオ白川スポルトクラブ（岐阜県白川町） 

  http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20110719180822_4.pdf 

 

●地元出身の駒野選手を応援する観戦 

  ▼ゆうゆうスポーツクラブ海南（和歌山県海南市） 

  http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20110719180822_5.pdf 

 

＜スポーツ＋観光＞  

●カーリング・ウォーキング・温泉 IN軽井沢 

  ▼クラブ１２３荻窪（東京都杉並区） 

  http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20110719180822_6.pdf 

   

＜シーズン・スポーツ＞ 

●雪と遊ぼう＆スキーツアー 

  ▼元気クラブいかるが（奈良県斑鳩町） 

  http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20110719180822_7.pdf 

   

＜ウォーキングツアー＞ 

●里海・里山ウォーキング 

  ▼みさきタコクラブ（大阪府岬町） 

  http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20110719180822_8.pdf 

 

●実施前にクラブが気をつけたいこと 

  http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20110719180822_9.pdf 
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【２】アドバイザーのおススメ・クラブ 

File13 みんな仲良く！ つねに笑顔で！ やろうよスポーツ！ 

       ～みつやの里スポーツクラブ（広島県安芸高田市）～  

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◆◆◆◆◆ 

◆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「みつやの里スポーツクラブ」。 

  広島県のアドバイザー岡田奈巳さんのおススメ・クラブです。 

 

 クラブは今年、設立 12年目を迎えます。当初 20のサークルが 

現在は 41に成長。サークル間での交流を盛んにするために、 

10種目以上を体験できる「大交流会」やイベント・バザー等を、 

会員が運営も担う形で行ってきました。 

   

  「10周年記念誌」には、「三本の矢として“競技スポーツ” 

“遊びスポーツ”“文化スポーツ”を作り上げることでさらに 

市民に愛される熱気あるクラブに」と抱負が語られています。 

 

 ▼文章全体と写真はこちらから 

   http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20110719180936_4.pdf 

    

  ▼岡田奈巳さんのプロフィールはこちらから 

   http://www.japan-sports.or.jp/local/outline/adviser/34.html 

 

  

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【３】アクティブ・チャイルド・プログラム(第 1回) <NEW!> 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

■■■■■ 

■子どもの体力低下あるいは運動をする子どもとしない子どもとの 

二極化現象が問題視されて久しいわけですが、日本体育協会では 

長年にわたってこの問題に取り組んできました。 

 

 平成 20～23年の三か年にわたり文部科学省の委託を受け「子どもの 

発達段階に応じた体力向上プログラムの開発」研究を実施しています。 

http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20110719180936_4.pdf
http://www.japan-sports.or.jp/local/outline/adviser/34.html


これまでの研究成果にもとづき、子どもが発達段階に応じて身につけて 

おくことが望ましい動きを習得するための運動プログラムとして、 

「アクティブ・チャイルド・プログラム」として取りまとめています。 

 

 今後、隔月で 5回にわたり、具体的な運動プログラムを紹介します。 

遊びの内容やルールはもちろん、各プログラムの特徴や年齢に応じた 

アレンジ法などもご紹介する予定です。 

ぜひ、各クラブで実践していただければと思います。 

   

今回は具体例として、1つだけ遊びプログラムを紹介します。 

▼詳しくはこちらから 

  http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20110719181028_4.pdf 
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【４】助成金情報（雇用保険・労働保険料を支払っている場合に適用） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

 ▼試行雇用（トライアル雇用）奨励金（月額 4万円、3カ月まで支給） 

   http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/c02-1.html 

 

 ▼若年者等正規雇用化特別奨励金（合計 100万円を 3期に分けて支給） 

   http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/other34/seikiantei.html 

 

 ▼被災者雇用開発助成金（1 年間 90万円まで）（下記ページ下部） 

   http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/c02-4.html 

 

 ▼成長分野等人材育成支援奨励金（健康・環境分野）（1人 20万円まで） 

   http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/f-top.html 

 

 ▼中小企業基盤人材確保助成金（成長分野）（雇用 1人 140万円、5人まで） 

   http://www.ehdo.go.jp/gyomu/f-1.html 
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【５】メールマガジン 8月 22日号の予告   

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

  ＜特集＞ 会員数が増えているクラブの広報活動  

  ＜連載＞ 若手クラブ仕事人の夢メッセージ、 

       わがクラブの人気プログラム   など 

http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20110719181028_4.pdf
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/c02-1.html
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/other34/seikiantei.html
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http://www.ehdo.go.jp/gyomu/f-1.html


 

  ＊8月 5日は、ＳＣステーションＰＲ号をお届けします。 

    

    

    

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

★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 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

●スポーツ基本法が成立し、公布されました！ 

 

  先般、第 177回国会においてスポーツ基本法が成立し、平成 23年 

6月 24日に、平成 23年法律第 78号として公布されました。 

   今回公布されたスポーツ基本法は、昭和 36年に制定された 

スポーツ振興法に定める施策を充実させつつ、その全部を改正し、 

スポーツを通じて幸福で豊かな生活を営むことが人々の権利である 

との考えに立った新しい時代におけるスポーツの基本理念を提示し、 

国、地方公共団体、スポーツ団体をはじめとする関係者の連携と協働 

によって、その基本理念の実現を図ることを具体的に規定しています。 

   特に、第 21条及び 22条においては、「地域スポーツクラブ」に関し 

て、国及び地方公共団体の役割・責務が明確に言及されています。 

 

 ▼詳しくはこちらから（法律の全文等） 

  http://www.mext.go.jp/a_menu/sports/kihonhou/index.htm 

 

 ▼「スポーツ基本法」と「スポーツ振興法」の対比はこちら 

http://www.mext.go.jp/component/a_menu/sports/detail/__icsFiles/afieldfile/2011/06/28/

1307830_01_1.pdf 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

http://www.mext.go.jp/a_menu/sports/kihonhou/index.htm
http://www.mext.go.jp/component/a_menu/sports/detail/__icsFiles/afieldfile/2011/06/28/1307830_01_1.pdf
http://www.mext.go.jp/component/a_menu/sports/detail/__icsFiles/afieldfile/2011/06/28/1307830_01_1.pdf


●ひのきスポーツクラブから福島を元気に！ 

     クラブ presents「がんばろう・ふくしま応援プロジェクト」 

 

ひのきスポーツクラブでは、8 月 6、7日、「田舎に泊まって 

スポーツ！」プログラムを実施します。全国どの総合型クラブでも 

会員証の提示で割引があり、料金の一部を東日本大震災の義援金と 

して寄付します。 

▼詳しくはこちらから 

http://www29.atpages.jp/hinokisports/infofile/2011_fukushimaOuenProject.pdf 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

●被災 3県の総合型クラブへアスリート派遣やスポーツ用具の提供を行います。 

 

 ～東日本大震災復興支援「とどけよう スポーツの力を東北へ！」～ 

                   ≪スポーツ振興くじ助成事業≫ 

 

  東日本大震災の被災者がスポーツを通して元気を取り戻し、 

復興への活力を養っていただくため、アスリートたちを被災地に 

派遣（参加対象は SC全国ネットワーク加入クラブ関係者等） 

するほか、被災者が行うスポーツ活動に必要な用具を SC全国ネット 

ワーク加入クラブに提供し、スポーツ参加の機会を整備します。 

   詳細については、今後、岩手、宮城、福島の当該各県総合型クラブ 

連絡協議会を通して別途ご案内しますので、是非ともご注目ください。 

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

●第５回全国スポーツクラブ会議 開催のお知らせ 

  全国の総合型地域スポーツクラブ関係者が一堂に会し、 

  クラブ運営について研修や情報交換等を行う 

  第５回全国スポーツクラブ会議が、北海道標津町で下記のとおり 

開催されます。 

  参加申込みの受付が開始されました。皆様ぜひご参加ください。 

 

  ≪主催≫ 全国スポーツクラブ会議実行委員会 

  ≪共催≫ 日本体育協会総合型地域スポーツクラブ全国協議会、 

       クラブリンクＪＡＰＡＮ、ＮＰＯ法人クラブネッツ 

  ≪後援≫ 文部科学省、北海道、北海道教育委員会 他 

  ≪主管≫ 標津町実行委員会（代表：標津スポーツクラブ「すぽっと」） 

 

【テーマ】『故郷(ふるさと)』 ～がんばろうニッポン、今必要なスポーツクラブの力～ 

http://www29.atpages.jp/hinokisports/infofile/2011_fukushimaOuenProject.pdf


【日時】 平成 23年 10月 15日（土） 

        12：30～18：00（会議） 

        18：30～20：30（情報交換会） 

      翌 10月 16日（日） 

        9：00～11：30（会議） 

【会場】（会議）標津町生涯学習センター、標津町保健福祉センター 

     （情報交換会）標津町文化ホール 

 

 ▼パンフレット・申し込み用紙はこちらから 

http://www.shibetsutown.jp/sports/zenkokukaigi.html 

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

●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 

 

 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 

http://www.shibetsutown.jp/sports/zenkokukaigi.html
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 
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