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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：3,725 件  
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【１】＜特集＞ 困った！ こんな時、どうする？ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

■■■■■ 

■世の成功の９割以上は、失敗から生みだされています。 

「失敗は成功のもと」であり、「賢くやりなおすチャンス」でもあり、 

失敗から学ぶことは、たくさんあります。 

 

 しかし「困ったなぁ」という状況に陥ってしまったら、 

「その状態から早く脱したい」のが人の常です。 

  全国の悩めるクラブマネジャーに、地方企画班員の方々から、 

「目からウロコ」のアドバイスをいただきました。 

 

 現場で実際に起こった事故・クレームとその対応についても 

たくさんの情報をお寄せいただき、ありがとうございました。 

ぜひ、ご覧ください！ 

  ▼（１）あなたの「困った」に、お答えします！ 

       ～７つのケースに、地方企画班員が回答～ 

  http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20111118171858_4.pdf 

 

 ▼（２）「困った時、こんなふうにしてみました！」 

       ～クラブマネジャーからあがった事例(1)～ 

  http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20111118171858_5.pdf 

 

 ▼（３）実際にあったケガ・事故、クレーム集 

       ～クラブマネジャーからあがった事例(2)～  

  http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20111118171858_6.pdf 

         

         

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【２】アドバイザーのおススメ・クラブ 

    File15  小さなクラブの大きな夢 

            茨城県城里町七会地区のクラブを訪ねて  

      ～ななかいソフトスポーツクラブ（茨城県城里町）～  

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20111118171858_4.pdf
http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20111118171858_5.pdf
http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20111118171858_6.pdf


◆◆◆◆◆ 

◆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「ななかいソフトスポーツクラブ」。 

茨城県のアドバイザー諏訪賢一さんのおススメ・クラブです。 

  茨城県城里町七会地区 （旧七会村）は、人口 2,176 人、 

自然の流れに、生活も心も委ねて時が流れている山里です。 

 

 地域を想い心豊かな子ども達の成長を願う住民の手でつくられた、 

小さいながらも優しくて、居心地の良いクラブです。 

  心あたたまる素敵なクラブの様子、ぜひご覧ください！ 

 

 ▼文章全体と写真はこちらから 

  http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20111118173004_4.pdf 

 

 ▼諏訪賢一さんのプロフィールはこちらから 

  http://www.japan-sports.or.jp/local/outline/adviser/8.html 

 

  

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【３】アクティブ・チャイルド・プログラム(第 3回) 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

■■■■■ 

■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年度の四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。 

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「走る・跳ぶ・投げる」という基本的な動きを習得 

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。 

 

 第 1 回(69号)ではアクティブ・チャイルド・プログラムの概要につい 

て、また第 2回(71号)ではスタンダードな遊びプログラムを紹介しまし 

た。第 3回の今号では昔から子どもたちに親しまれ伝えられてきた鬼遊 

びなどの「伝承遊び」や、「伝承遊び」から派生した身体活動を伴う遊び 

を紹介します。 

http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20111118173004_4.pdf
http://www.japan-sports.or.jp/local/outline/adviser/8.html


  ぜひ、各クラブで実践していただければと思います。  

 

 ▼詳しくはこちらから 

  http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20111118173638_4.pdf 

 

  

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【４】東日本大震災被災地 応援情報 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

  ●NPO 法人フォルダ＆早稲田大学生による仮設住宅での支援活動と 

   クラブ創設 

     

◆◆◆◆◆ 

◆フォルダ（岩手県北上市）の司東道雄さんは早稲田大学の学生達と、 

岩手県大船渡市の仮設住宅で、運動指導や世代間交流の機会をつくり 

実施しました（9月 19～23日）。 

  手弁当で快く集まってくれた 8名の学生は、まず現地で話を聞き、 

あれこれ考えた企画「おしゃべりエクササイズ」は大好評でした！ 

   

  仮設住宅の人々には運動・コミュニケーション不足がありました。 

これを契機に大船渡市でクラブ創設の準備委員会が開催されました。 

学生の「参加動機」「被災地で必要とされていること」のコメント付きです。 

   

  ▼詳細と写真はこちらから 

  http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20111118174053_4.pdf 

 

 

 ●（再掲）「総合型地域スポーツクラブがあって良かった」 

       総合型地域スポーツクラブとは。地域コミュニティとは。 

                     （11月 7日発行号掲載） 

   http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20111107165717_4.pdf 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【５】助成金情報（応募締切 12 月 31日までのもの） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

▼ヨネックススポーツ振興財団 助成金「青少年のスポーツ振興に関する事業」 

  （12 月 31日まで）団体要件あり 

  http://www.yonex.co.jp/pdf/joseikin_howto.pdf 

 

http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20111118173638_4.pdf
http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20111118174053_4.pdf
http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20111107165717_4.pdf
http://www.yonex.co.jp/pdf/joseikin_howto.pdf


▼ヨネックススポーツ振興財団 奨学金（12月 31日まで）高校～大学院生 

   http://www.pref.hiroshima.lg.jp/kyouiku/kouiki/09/pdf/yonex/s_y02.pdf 
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【６】メールマガジン次号（12 月 20日）の予告   

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

  ＜特集＞ 都市部クラブの活動場所を確保する工夫  

  ＜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 

 

  ＊12 月 5日は、ＳＣステーションＰＲ号をお届けします。 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

★寄稿★ クラブマネジメント指導者海外研修事業報告（平成 23年度） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

平成 23 年度日本体育協会クラブマネジメント指導者海外研修事業 

が終了しました。 

この事業は、toto 助成事業として実施され、今年度で３回目となり 

ます。 

15 名の日本派遣団員が、10月 18日～24日の間、ドイツを訪問し、 

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。 

研修を終えたお二人からの寄稿文です。 

 

・一ノ瀬正範さん（ただみコミュニティークラブ クラブマネジャー） 

 

  ▼文章全体と写真はこちらから 

   http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20111118174340_4.pdf 

 

・城野和則さん（南関町すこやかクラブ クラブアドバイザー） 

   

  ▼文章全体と写真はこちらから 

   http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20111118174340_5.pdf 
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★お知らせ★ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

http://www.pref.hiroshima.lg.jp/kyouiku/kouiki/09/pdf/yonex/s_y02.pdf
http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20111118174340_4.pdf
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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 

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

●シンポジウム「スポーツと知識創造」ご案内（11月 28 日） 

 

 日本アスリート会議は、富士通総研と共同で、センシングデータを 

活用したスポーツ分野での新しいビジネスモデルの創造を目指した 

シンポジウムを開催します。 

   

  シンポジウムでは、日本アスリート会議の議員でもある元日本代表 

監督の柳本晶一氏(バレーボール)や宇津木妙子氏(ソフトボール)をは 

じめ、知識創造理論の世界的権威である富士通総研経済研究所理事長 

の野中郁次郎氏（一橋大学名誉教授）に参加いただき、センシング 

データを活用したスポーツ分野での知識創造・価値創造のあり方に関 

するパネルディスカッションを行います。 

 

 参加無料です。この機会に、ぜひご参加ください！ 

◆日時:2011年 11 月 28日（月） 13時 30分～16時 30分 

◆会場:如水会館 2階 スタールーム（千代田区一ッ橋 2-1-1） 

   

  ▼お申し込みは下記から 

   http://www.jathlete.jp/news/release/2011-1104-1.html 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

●（再掲）第５回全国スポーツクラブ会議（北海道標津町）報告 

                   （11月 7日発行号掲載） 

「第５回全国スポーツクラブ会議」が 10月 15・16日の 

２日間にわたり、北海道標津町において開催されました。 

 

全国３３都道府県より３１８名ものスポーツクラブ 

関係者が集い、活発な意見交換が行われました。 

http://www.jathlete.jp/news/release/2011-1104-1.html


 

熱い２日間の模様を、写真を添えてご報告します。 

 

 ▼詳細と写真はこちらから 

   http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20111107170001_4.pdf 

 

  

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

●あくしゅ、あいさつ、ありがとう 

   ～ フェアプレイで日本を元気に！ ～キャンペーン 

  日本体育協会では、社会におけるスポーツの価値をより高めて 

  いくこと、スポーツ界を中心に「フェアプレイ」を社会全体 

  に浸透させ、日本を元気にしていくことを目的に「フェアプレ 

  イで日本を元気に」キャンペーンを開始し、専用 WEB サイト 

  を公開しています。 

   

  フェアプレイキャンペーンは、おかげさまで本会加盟団体や総 

  合型クラブ関係者・全国の指導者・少年団関係者をはじめ多く 

  の共感の声をいただいており、開始から 3カ月で「フェアプ 

  レイ宣言」の人数が 1,200人を超えるなど、これもひとえに 

  多くの皆様よりご協力をいただいたおかげと深く感謝しており 

  ます。 

  まだフェアプレイ宣言をされていない方はぜひ専用 WEB サイ 

  ト上でフェアプレイ宣言をお願いします。 

 

 去る 11 月 4日には、早稲田大学でスポーツの研究をされてい 

  る学生の方々へもキャンペーンの活動紹介を行いました。 

   

  なお、フェアプレイ宣言を行っていただくと宣言書のダウンロ 

  ードや各種画像データをご自身のブログ等でもご利用いただけ 

  ます。是非ご活用ください。 

 

 ▼フェアプレイ宣言等、詳しくはこちらから 

   http://www.japan-sports.or.jp/fair/ 

    

  ▼早大生の皆さんへの活動紹介はこちらから 

   http://www.japan-sports.or.jp/news/newsDetail.asp?newsNo=698 

 

  

 

http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20111107170001_4.pdf
http://www.japan-sports.or.jp/fair/
http://www.japan-sports.or.jp/news/newsDetail.asp?newsNo=698


・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

●「スポーツ宣言日本」について（再掲） 

 

 「スポーツ宣言日本」は、嘉納治五郎氏が大日本体育協会の創立に 

  際し示した趣意書の志を受け継ぎ、これからの新たな 100年に向け 

  た 21 世紀のスポーツの意味と価値を展望する視点から、創立 100 

  周年の節目に 21世紀におけるスポーツの使命として提言したもの 

  です。 

 

 ▼「スポーツ宣言日本」詳しくはこちらから 

   http://www.japan-sports.or.jp/uploadFiles/20110804142538_1.pdf 

 

  

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

●「日本体育協会・日本オリンピック委員会 100 年史」の実費頒布 

   希望者募集について 

 

 日本体育協会と日本オリンピック委員会は、創立 100周年記念事 

  業の一環として、「日本体育協会・日本オリンピック委員会 100 

  年史」を、平成 24 年 3月末に刊行する予定です。 

  本記念誌は、両団体の歴史はもとより我が国のスポーツの歴史をひ 

  もとくことができる貴重な資料としてご活用いただけるものと存 

  じますので、購入をご希望の方は、下段リンクよりお申込みくだ 

  さい。なお、本記念誌については、書店販売はいたしません。 

 

 ▼「実費頒布希望者募集のお知らせ」 

  http://www.japan-sports.or.jp/news/newsDetail.asp?newsNo=702 

 

  

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

●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 3,700 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。 

http://www.japan-sports.or.jp/uploadFiles/20110804142538_1.pdf
http://www.japan-sports.or.jp/news/newsDetail.asp?newsNo=702


 

 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◆ 

 

Copyright (c) Japan Sports Association. All rights reserved 

 

 

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

