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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：3,873 件  

 

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

【１】＜特集＞ トップアスリートと地域の好循環 

   ●世界トライアスロン現役選手でクラブ指導者の鎌田和明さん 

       （NPO 法人高津総合型スポーツクラブＳＥＬＦ  神奈川県川崎市） 

   ●元オリンピック選手でクラブ創設・経営・指導者の桑田健秀さん 

       （NPO 法人地域総合スポーツ倶楽部ピボットフット  東京都大田区） 

   ●海外のスポーツ環境を目指すクラブを設立・代表の宮城哲郎さん 

      （総合型スポーツクラブサンビスカス沖縄  沖縄県沖縄市） 

        

【２】若手クラブ仕事人の夢メッセージ（内山芳信さん） 

【３】わがクラブの人気プログラム 「ビートボクシング」 

    ～ふくつ総合型地域スポーツクラブ ドリームスポーツネットワーク 

      (福岡県福津市)～ 

【４】東日本大震災被災地 応援情報 

   ●被災者の積極的な受け入れ等様々な支援活動とネットワークづくり 

     ～NPO 法人角館総合型地域スポーツクラブ（秋田県仙北市）～ 

   ●（再掲）「クラブ富士山」 郷土料理「ほうとう」で炊き出し 

【５】助成金情報（申請締切 3 月 30 日までのもの） 

【６】メールマガジン次号（3月 21 日）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！ 

●(公認スポーツ指導者向け)「指導者マイページ」オープン！ 

●「Ｆリーグ参入と地域での価値づくり」講演（3月 3日）（再掲） 

●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・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 



●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＞ トップアスリートと地域の好循環 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

■■■■■ 

■現役引退後を含むトップアスリートが地域にどのように関わり、 

地域でどのように新しい価値を生み出しているのでしょうか？ 

 特集では、トップアスリートのキャリアを活かして、総合型クラブ 

を拠点に地域で活躍しているアスリートの事例をご紹介します。 

 

 「クラブに関わるようになった経緯」「トップアスリートがクラブや 

地域にどのような影響・効果を与えているか」「アスリート自身が、 

クラブや地域から、どのような力を得ていると思うか」「今後必要と 

される支援、課題」などについて、現在進行形の情報をお伝えします。 

 

 ●世界トライアスロン現役選手でクラブ指導者の鎌田和明さん 

  ▼NPO 法人高津総合型スポーツクラブＳＥＬＦ（神奈川県川崎市） 

    http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20120217150300_4.pdf 

  

 ●元オリンピック選手でクラブ創設・経営・指導者の桑田健秀さん 

  ▼NPO 法人地域総合スポーツ倶楽部ピボットフット（東京都大田区） 

    http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20120217150300_5.pdf 

  

 ●海外のスポーツ環境を目指すクラブを設立・代表の宮城哲郎さん 

  ▼総合型スポーツクラブサンビスカス沖縄（沖縄県沖縄市） 

     http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20120217150300_6.pdf 

 

  

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【２】若手クラブ仕事人の夢メッセージ（内山芳信さん） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◆◆◆◆◆ 

◆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「ひらかわスポーツクラブ」（青森県平川市）のクラブ 

マネジャーの内山芳信さんを紹介します。 

 

 内山さんは、大学時代も現在も全国レベルで活躍中の野球選手 

でもあります。今後、子ども達対象の「ふれあい教室」でスポーツ 

の裾野を広げ、好きなスポーツを継続できる地域の環境づくりを 

目指していきたいと思っています。一歩ずつ進む姿が素敵です！ 

 

  ▼詳細と写真はこちらから 

     http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20120217152825_4.pdf 

  

  ▼「ひらかわスポーツクラブ」の HP はこちらから 

    http://www.hirakawataikyou.com/ 

 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【３】わがクラブの人気プログラム 「ビートボクシング」 

   ～ふくつ総合型地域スポーツクラブ ドリームスポーツネットワーク 

      (福岡県福津市)～ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

■■■■■ 

■平成 23年 6月からの連載「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。 

 元 WBC 世界フェザー級チャンピオンの越本隆志さんが、「自分は 

地域に支えられて世界に行くことができた」という思いで行って 

いるのが「ビートボクシング」です。 

 

 音楽に合わせ、3分間のエクササイズと 1分間の休憩を繰り返し、 

ラウンドごとにボクシングの基礎的な動きを練習していきます。 

子どもたちは楽しみながら体力づくりにもなり、世界レベルの動き 

を見ることができるプログラムで、親御さんにも人気です。 

 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/20120217153152_4.pdf 

 



 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【４】東日本大震災被災地 応援情報 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

●被災者の積極的な受け入れ等様々な支援活動とネットワークづくり 

   ～NPO 法人角館総合型地域スポーツクラブ（秋田県仙北市）～ 

 

◆◆◆◆◆ 

◆被災地に近いため、クラブでは震災後すぐに支援物資の配布など 

行ってきました。角館（かくのだて）は東北の著名な観光地ですが、 

クラブでも宿泊できる施設を保有しているので、行政との連携に 

より被災者受け入れを継続して行っています。 

 

 「このような支援活動は、１クラブ単位での活動ではなく全国の 

クラブが関わることで有効に機能する」とのネットワークづくりの 

提案もあります！ 

 

  ▼詳細と写真はこちらから 

     http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20120217153413_4.pdf 

      

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

●（再掲）「クラブ富士山」 郷土料理「ほうとう」で炊き出し 

     （2月 6日発行号掲載） 

 http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20120206112810_4.pdf   
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【５】助成金情報（応募締切 3 月 30 日までのもの）   

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

 ▼2012 年度（第 10 回）ドコモ市民活動団体への助成（3月 30 日まで） 

   （NPO 法人モバイル・コミュニケーション・ファンド） 

  http://www.mcfund.or.jp/ 

 



 ▼「ＬＵＳＨチャリティバンク」助成（毎月月末が応募締切） 

   （株式会社ラッシュジャパン） 

  http://www.lushjapan.com/ethical/charitybank/ 

 

  

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【６】メールマガジン次号の予告   

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

   ＜特集＞アフターtoto に向けたクラブの取り組み 

   ＜連載＞アドバイザーのおススメ・クラブ、 

               「アクティブ・チャイルド・プログラム」紹介 など         

   ■発行予定日； ３月２１日（水） 

 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 ★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 

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

●(公認スポーツ指導者向け)「指導者マイページ」オープン！ 

 

 日本体育協会ではこのたび公認スポーツ指導者資格（スポーツ 

リーダーを除く）をお持ちの方を対象としたインターネット上の 

サービス「指導者マイページ」をスタートしました。 

 「指導者マイページ」では登録・更新手続きや住所変更が行える 

ほか、情報誌「指導者のためのスポーツジャーナル」のバックナンバー 



の閲覧も可能です。 

 ２月下旬～３月下旬にかけて、マイページをご利用いただくための 

「ＩＤ」、「パスワード」を郵送しますので、公認スポーツ指導者資格 

をお持ちの方はぜひご利用ください。 

 

 ▼詳しくはこちらから 

  http://www.japan-sports.or.jp/news/newsDetail.asp?newsNo=720 

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

●「Ｆリーグ参入と地域での価値づくり」講演（3月 3日）（再掲） 

 

  NPO 法人府中アスレティックＦＣは、東京都府中市を拠点に 

2000 年から活動を開始し、ゼロからの出発でフットサル 

の全国リーグ「Ｆリーグ」の参入を果たしました。現在もトップ 

チームの強化とともに、地域に根差したクラブづくりに取り組ん 

でいます。 

  

 将来トップチームを持ち、子ども達に夢を、高齢者に元気を 

与え、地域の一体感を高め、地域の求心力となる存在になりたい 

と考えている総合型クラブも増えてきました。 

 

 そこで今回、総合型クラブ関係者の有志による主催・運営で、 

NPO 法人府中アスレティックＦＣ理事長の千葉岳志氏をお招きし、 

Ｆリーグの参入経緯・方法、地域のステークホルダーに対する 

様々な取り組みと成果についてお話をいただきます。 

  

 トップチームを持ちたいと考えている方、地域とのよりよい関係 

づくりに関心のある方、どなたでも参加できます。ぜひお越しください！ 

 

 また、間野義之教授(本会地域スポーツクラブ育成専門委員会委員) 

による「スポーツ基本計画の中間報告」に関する最新トピックスの 

お話もあります。ぜひお越しください！ 

 

 

 ◆日時：平成 24年 3月 3 日（土）午後 5時～7時（終了後懇親会予定） 

 ◆場所：早稲田大学 26 号館(早大正門前近く) 5 階 502 教室 

     http://www.waseda.jp/jp/campus/waseda.html 



 ◆申し込み：予約不要。当日会場にお越しください。 

 ◆参加費：無料  

 ◆問い合わせ：早稲田大学スポーツビジネス研究所 

        講演担当 090-6009-6687 

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

●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。 

  

 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、専用 WEB サイト公開 6ヶ月で「フェアプレイ宣言者」 

が 2,400 名を超えており、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。2016 年 

にはフェアプレイ宣言者 100 万人を目指しております。 

 このたび、五輪選手等新たに 4名の方にフェアプレイ宣言を 

していただきました。 

 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。 

 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/ 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----  

●「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 3,900 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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