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◆ 【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７８号 平成２４年４月２０日発行 
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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：4,104 件 

 

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

【１】メールマガジン発行 8 年目を迎えるにあたって 

【２】平成 23 年度「ＳＣ全国ネットワーク総会」報告 

【３】ＳＣステーション 15 個の新 Q＆A が HP にアップされました<NEW!> 

【４】助成金情報（申請締切 5 月 31 日までのもの） 

【５】メールマガジン次号（5 月 21 日）の予告 

 

★お知らせ★ 

●ホームページの改訂に際して、検索機能不具合のお詫び 

●「第６回全国スポーツクラブ会議」が開催されます！（5 月 19、20 日） 

●「スポーツ基本計画」（文科省）が策定・発表されました！ 

●読者アンケートにご協力ください！ 

●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 11 日) 

●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 

●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 8 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 8 年目を迎え、現在約 4,000 名超の方々 

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、「お知らせ」にあるアンケートで、 

ぜひ皆様のご意見・ご要望をお聞かせいただければと存じます。 

 

■昨年度、毎月 5 日に発行しておりました「SCPR 号」（ＳＣステーション 

ＰＲ号）ですが、本年度は基本的に年 4 回の発行(6 月 6 日、9 月 5 日、 

12 月 5 日、3 月 5 日)となります。どうかご了承ください。 

 

■最後になりましたが、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。 

本年度も、ご愛読とご支援をどうぞよろしくお願いいたします。 

 

（日本体育協会 スポーツ振興部 クラブ育成課） 

 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【２】平成 23 年度「ＳＣ全国ネットワーク総会」報告 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◆◆◆◆◆ 

◆3 月 16 日、ＳＣ全国ネットワークの総会が開催されました。 

平成 23 年 11 月末で、47 都道府県すべてに総合型クラブ連絡協議会 

が設立され、2 月末時点で、加入クラブ数は 2,715 クラブとなっています。 

 

本年度からＳＣ全国ネットワークが、本格的に始動していきます。 

総会の模様を、幹事長挨拶、文科省挨拶、特別講演、グループ協議 

に分けてご報告します。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/Portals/0/data0/local/conference/pdf/h23soukai01.pdf 

 



 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【３】ＳＣステーション 15 個の新 Q＆A が HP にアップされました<NEW!> 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

■■■■■ 

■クラブづくりのさまざまな疑問や悩みへのヒントを提供する 

Ｑ＆Ａ集「ＳＣステーション」。270 近くのＱ＆Ａがあります。 

 

クラブ関係者に聞いたところ、ＳＣステーションをみた人の 

約９割が、「ヒントを得られた」と答えています。 

今年度、新たに HP にアップされた 15 個のＱ＆Ａをご紹介します。 

ぜひご活用ください！ 

 

【５．事業計画と評価】 

Q14 事業計画と評価はクラブ会員へも伝えるべきでしょうか？その手法は？ 

Q15 内部評価（自己評価）と外部評価とは何ですか？ 

Q16 アウトプット（結果）とアウトカム（成果）とは？ 

Q17 事業計画と評価は誰のために行うのですか？ 

Q18 量的評価と質的評価の次年度計画への活用手法を教えてください。 

 http://www.japan-sports.or.jp/local/tabid/123/Default.aspx 

 

【７．財源と財務】 

Q17 クラブでは、寄付をどのように集めたらいいですか？ 

 http://www.japan-sports.or.jp/local/tabid/125/Default.aspx 

 

【８．競技力向上とクラブ】 

Q11 トップチーム・アスリートがいない地域で、競技力向上に取り組む事例は？ 

Q12 トップアスリートとクラブが連携するメリットは？ 

Q13 競技力向上のプログラムを作成する時、気を付けるべき点は？ 

Q14 競技力向上と普及の両面を実現しているクラブの事例は？ 

Q15 国民体育大会（国体）に参加する条件は？ 

 http://www.japan-sports.or.jp/local/tabid/126/Default.aspx 

 

【１０．事務局の仕事】 

Q16 自前の倉庫がなく、スポーツ用具の置き場や管理に困っています。 



Q17 スタッフを雇ったら、必ず加入しなければならない保険は？ 

Q18 スタッフを雇ったら、健康保険と厚生年金保険はどうしたらいいですか？ 

Q19 会員の長期休会時に、年会費をどう取り扱ったらいいですか？ 

 http://www.japan-sports.or.jp/local/tabid/128/Default.aspx 

 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【４】助成金情報（応募締切 5 月 31 日までのもの） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

▼住友生命健康財団 スミセイ コミュニティスポーツ推進助成プログラム 

「コミュニティスポーツによる健やかなひと・社会づくりに向けた 

調査・研究助成」（5 月 15 日まで） 

 http://www.sumitomolife.co.jp/csr/kouken/kenkou/sport2012.html 

 

▼住友商事 東日本再生ユースチャレンジ・プログラム 

－インターンシップ奨励プログラム－（5 月 15 日まで） 

 http://www.civilfund.org/youth-challenge.html 

 

▼第 24 回 NHK 厚生文化事業団 地域福祉を支援する「わかば基金」 

（5 月 31 日まで） 

 http://www.npwo.or.jp/info/2012/24wakaba.html 

 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【５】メールマガジン次号の予告 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

＜特集＞クラブ関係者へ贈る励ましのメッセージ（仮題）ほか 

■発行予定日； ５月２１日（月） 

 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

★お知らせ★ 



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

●ホームページの改訂に際して、検索機能不具合のお詫び 

本会ホームページのリニューアルに伴い、「総合型地域スポーツクラブ」 

のページにある検索機能が、正常に動作しない状態となっております。 

ご不便・ご迷惑をおかけいたしますが、鋭意調整中ですので、今しばらく 

お待ちください。 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

●「第６回全国スポーツクラブ会議」が開催されます！（5 月 19、20 日） 

 

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の研修や情報交換等を行う 

第６回全国スポーツクラブ会議が、和歌山県田辺市で 

下記のとおり開催されます。 

参加申込みの期限が少々延長されました（申込期限：4 月 30 日）。 

年に 1 度のまたとない機会です。ぜひお申し込みください！ 

≪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、和歌山県、和歌山県教育委員会 他 

≪主管≫ ＮＰＯ法人会津スポーツクラブ 

【テーマ】「地域力を引き出すクラブ戦略」～クラブの存在感を高めるために～ 

【日時】 平成 24 年 5 月 19 日（土） 

12：30～18：30（会議） 

19：00～21：00（情報交換会） 

5 月 20 日（日） 

8：15～11：30（会議） 

【会場】（会議）田辺市紀南文化会館 

（情報交換会）ガーデンホテルハナヨ 

 

▼パンフレット・申し込み用紙はこちらから 

※本会議を主管するＮＰＯ法人会津スポーツクラブのホームページ 

にリンクしますので、トップページの「トピックス」をご覧ください。 

 http://www.aidu-sports.com/index.html 



 

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

●「スポーツ基本計画」（文科省）が策定・発表されました！ 

文部科学省では、スポーツ基本法に基づき、平成 24 年 3 月 30 日、 

「スポーツ基本計画」を策定しました。 

「スポーツ基本計画」は、スポーツ基本法の理念を具体化し、我が 

国のスポーツ施策の具体的な方向性を示し、関係者が一体となって 

推進して いくための重要な指針として位置付けられるものです。 

 

策定された「スポーツ基本計画」は、10 年間程度を見通した方針と 

平成 24 年度から 5 年程度で取り組む施策が体系化されています。 

 

▼「スポーツ基本計画」の全体、概要等はこちらから 

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

 

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

●読者アンケートにご協力ください！（締切：５月７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 

アンケートをいたしますので、ぜひご協力ください！ 

 

▼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/tabid/519/Default.aspx 

 

【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/Portals/0/data/kurabuikusei/MailMagazine/H24/79_01.doc 

＊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 11 日) 

■養成講習会の開催について 

日本体育協会では、総合型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、Ⅰ期からⅢ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。 

講習会終了後は、クラブの事業計画書を作成・提出し、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。 

 

本年度の会場は、ここ２年間を東京で開催したことを鑑み、 

「大阪府」で開催することとなりました。 

 

～受講者の声～ 

・「クラブの作り方・運営：１０年先、２０年先を見ながら戦略 

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分間の短さ長さ、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、本会での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」を養成してお 

ります。 

アシスタントマネジャーの養成講習会を実施する具体的な団体等に 

ついては、下記ウェブ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/tabid/221/Default.aspx 

アシスタントマネジャー： 

 http://www.japan-sports.or.jp/coach/tabid/220/Default.aspx 

 

※ご留意ください！ 

平成２４年度総合型地域スポーツクラブ自立支援事業及びクラブ 

マネジャー設置支援事業においては、本会公認マネジメント資格保 

有者を有償のクラブマネジャーとして配置することを定めておりま 

すが、この場合の資格は本会公認クラブマネジャーもしくは本会公 

認アシスタントマネジャーとなります。 

どちらの資格でも補助内容に差異はございませんので受講のお申し 

込みに当たってはこの点にご留意ください。 

なお、両事業の詳細は、下記 URL にてご確認いただけます。 

 http://www.japan-sports.or.jp/local/tabid/520/Default.aspx#anc02 

 



 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

●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 8 ヶ月で「フェアプレイ宣言者」 

が 3,000 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。 

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/Portals/0/data0/fair/ 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

●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 4,000 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 のトップページの中央にある「総合型地域 

スポーツクラブ」をクリック 

２）下段の「メールマガジン」をクリック 

３）「登録・退会」をクリック 

４）「登録する」をクリック 

５）登録フォームに、お持ちのメールアドレスを入力（２回） 

６）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/tabid/516/Default.aspx 

 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 

☆★☆ 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 

 

 


