
■■□□■■□□■■□□■■□□■□■□□■■□□■■□□■■□□■■ 

◆ 【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８２号 平成２４年８月２０日発行 

■■□□■■□□■■□□■■□□■□■□□■■□□■■□□■■□□■■ 

 

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：4,325 件  
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【４】東日本大震災被災地 応援情報 

   被災地クラブの活動状況と復興へ向けて（宮城県：後編） 

      ～宮城県にある総合型クラブへの支援と今後の展望～ 
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◆◇お知らせ◇◆ 

●NPO 法人に重要なお知らせ 

期限まで２ヶ月！代表権の登記手続きを忘れずに！ 

（10/1 まで） 

●クラブネッツフューチャーズミーティングの開催 

（9/14、10/19、東京都） 

●「総合型地域スポーツクラブ交流研究大会」の開催 

（11/23～25、岩手県） 

●2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会招致に 



ご協力をお願いします！ 

●日本スポーツ少年団創設 50 周年記念寄付金募集について 

              （平成 24 年 12 月 31 日まで） 

●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！ 
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【１】＜特集＞ 「会員の力」をクラブに活かす 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

■■■■■ 

■総合型地域スポーツクラブの会員は「お客様」ではなく、一緒に 

クラブを運営していくメンバーです。 

しかし、最初から高い意識をもつ人は多くないのも事実です。 

 

そこで特集では、運営メンバーとしての意識付けや行動を会員に促し、 

「会員の力」をクラブの運営・活動に活かしている事例を紹介します。 

会員の意欲と行動を引き出す、様々な仕掛けや仕組みをご覧ください。 

 

また、「会員の力」を活かすヒントを 10 のポイントにまとめました。 

個々のクラブの実情に照らし合わせて参考にしてください。 

  

▼みんなで創り、みんなで楽しむ「１人 2 役」を実現 

（コミュニティクラブ東亜 山口県下関市） 

http://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/data/kurabuikusei/MailMagazine/H24/H24.8_tokushu_toua.pdf  

 

▼「会員は運営委員」をモットーに会員がつくりあげるクラブ 

（花園スポーツクラブ 熊本県熊本市） 

http://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/data/kurabuikusei/MailMagazine/H24/H24.8_tokushu_hanazono.pdf  

 

▼「会員の力」をクラブに活かす 10 のヒント 

http://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/data/kurabuikusei/MailMagazine/H24/H24.8_tokushu_matome.pdf  

 



 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【２】若手クラブ仕事人の夢メッセージ（羽田恭平さん） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◆◆◆◆◆ 

◆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「フラッグス」（山梨県富士吉田市）のクラブマネジャー 

の羽田恭平さんを紹介します。 

 

 羽田さんは小学校からサッカーを始め、サッカークラブチームの 

指導を行っていましたが、縁があって 2 年前からクラブマネジャー 

となりました。今では支えることの大切さ、難しさを学んでいます。 

 

クラブで人気の「若返り教室」では、会員から子や孫のように話 

しかけられ、教室の盛り上げ役になっています。 

羽田さんの「会員に喜んでもらえるクラブ作り」の目標が実現し 

つつあります。好青年の羽田さん、ますます期待しています！ 

 

▼詳細と写真はこちらから 

http://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/data/kurabuikusei/MailMagazine/H24/H24.8_young_worker.pdf  

 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【３】わがクラブの人気プログラム「真向法（まっこうほう）」 

     （NPO 法人希楽々 新潟県村上市) 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

■■■■■ 

■平成 23 年 6 月から連載している「わがクラブの人気プログラム」 

では、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、隔月で紹介しています。 

 

真向法とは、畳一枚の広さがあればできる手軽な健康体操です。 



参加者のほとんどは 40～70 歳代の女性で、「希楽々」の中でも 

特に人気のあるプログラムです。 

 

いつもの真向法教室に、お寺、温泉、ランチなどを組み合わせた 

日帰りイベントが大人気。わくわく感や新鮮味といった付加価値を 

感じさせ、「まるで旅行に来ている気分」と大変喜ばれています。 

 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/data/kurabuikusei/MailMagazine/H24/H24.8_popular_program.pdf  

  

▼「NPO 法人希楽々」の HP はこちらから 

http://www.kirara-kamihayashi.jp/ 

 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【４】東日本大震災被災地 応援情報 

   被災地クラブの活動状況と復興へ向けて（宮城県：後編） 

      ～宮城県にある総合型クラブへの支援と今後の展望～ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◆◆◆◆◆ 

◆東日本大震災から 1 年半近くたちました。震災前の生活から一変した 

被災地では、今も大変な状況が続いています。 

 

 被害が特にひどかった東北 3 県の１つ、宮城県の状況を、クラブ 

育成アドバイザーの相田恵美さんに報告いただきます。被害状況や 

活動状況をお伝えした 7 月号（前編）に続き、今月号は後編です。 

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/Portals/0/data/kurabuikusei/MailMagazine/H24/H24.8_tohoku_aid_miyagi2.pdf  

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【５】助成金情報（申込締切 9 月 28 日までのもの）   



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

▼フクシマススムファンド（9 月 15 日まで） 

福島県及び福島県の県外避難者が居住している都道府県にある団体 

（法人格問わず）で、0 歳～18 歳の子どものニーズに基づき、子ども 

の自立と健全な成長に資する事業を継続的に実施している団体が対象。 

http://www.fukushima-susumu.jp/ 

 

▼2012 年度“こころを育む活動”募集（9 月 28 日まで） 

（公益財団法人 パナソニック教育財団） 

http://www.kokoro-forum.jp/zenkoku/bosyu2012.html 

 

▼赤い羽根「災害ボランティア・ＮＰＯ活動サポート募金」助成事業 

  ＜第 9 次＞（9 月 1 日～9 月 28 日まで） 

http://www.akaihane.or.jp/er/p6.html 

 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【８】メールマガジン次号の予告   

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

＜特集＞クラブの自己財源率を高めるには（仮題） 

＜連載＞アドバイザーのおススメ・クラブ 

東日本大震災被災地応援情報ほか 

 

   ■発行予定日： ９月２０日（木） 

 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◆◇お知らせ◇◆ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

●NPO 法人に重要なお知らせ 

期限まで 2 ヶ月！代表権の登記手続きを忘れずに！（10/1 まで） 

 



今年の 4 月から改正ＮＰＯ法（特定非営利活動促進法）が施行され 

ました。 

このことに伴い、定款で「理事長（代表理事）はこの法人を代表し、」 

など理事の代表権の範囲又は制限に関する定めを設けている場合は、 

その定めの登記手続きが義務付けられています。 

所轄庁のモデル定款に沿って定款を定めているＮＰＯ法人の場合、 

その多くが、上記に該当します！ 

 

該当する法人は、施行日（４月 1 日）から 6 か月以内（10 月 1 日） 

までに、登記手続きが必須です。手続きの期限まで 2 ヶ月を切りました。 

手続きを怠った場合には 20 万円以下の過料の対象となります。 

必ず定款を確認して、該当するＮＰＯ法人は手続きを行ってください！ 

なお、この手続きを怠った場合、法令違反となりますので、十分ご注意 

ください。 

 

▼法務省「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律の施行に伴う 

法人登記事務の取扱い（依命通知）」等について 

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00067.html 

 

また、4 月 1 日以降に理事が再任・就任・辞任した場合など役員変更 

の際もこれまでと一部手続きが変わっていますので、注意が必要です。 

 

端的に言いますと代表権を理事長や代表理事だけに制限している NPO 

法人は、今後は、その理事長・代表理事のみが登記されるようになります。 

これに伴い、登記申請時の添付書類に、理事長選出時の互選書か理事 

会議事録等が必要になる等の変更点があります。 

 

提出書類等の見本については、こちらから 

▼法務省「NPO 法人役員変更登記申請書（理事長以外の理事の代表権 

喪失による変更）」（PDF） 

http://www.moj.go.jp/content/000096947.pdf 

 

なお、本件に関するお問い合わせは、各所轄庁にお願いします。 

▼各所轄庁お問い合わせ一覧 

https://www.npo-homepage.go.jp/search/201204_link_pref.html 

 



参考：NPO 法人シーズ HP より 

ニュース（【改正ＮＰＯ法】理事長・代表理事の選任・登記に注意） 

http://www.npoweb.jp/?p=5077 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

●クラブネッツフューチャーズミーティングの開催 

（9/14、10/19、東京都） 

 

総合型クラブの仲間達、日本のスポーツの将来を一緒に語りたい人 

なら誰でも参加できます。終了後、情報交換会も予定しています。 

 

同じ志をもつ人同士の交流のチャンスとしてぜひご参加ください！ 

場所はいずれも日本大学文理学部 1 号館 131 教室、参加費 1,000 円です。  

 

【第 4 回】9 月 14 日（金）18:30～21:00 

＜ゲストスピーカー＞ 

筑波大学大学院人間総合科学研究科教授 菊幸一氏 

テーマ：「『スポーツ宣言日本』からみた総合型地域スポーツ 

クラブの未来像について」 

【第 5 回】10 月 19 日（金）18:30～21:00 

＜ゲストスピーカー＞ 

横浜国立大学教育人間科学部教授 海老原修氏 

テーマ：「『スポーツ白書』のデータから見えてくる総合型地域 

スポーツクラブの課題～地域スポーツとトップスポーツの 

好循環推進プロジェクトの拠点クラブの現状と課題～」 

 

▼詳細と申込はこちらから 

http://www.clubnetz.or.jp/ 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

●「総合型地域スポーツクラブ交流研究大会」の開催 

（11/23～25、岩手県） 

 東北の４クラブが主催する、総合型地域スポーツクラブの可能性 

について、熱い思いをもつ仲間が集まり語り合う会を開催します。 



被災地クラブの視察もあります。この機会にぜひ参加を！ 

 

日時：11 月 23 日（金）、24 日（土）、25 日（日） 

場所：サンレック北上（岩手県北上市常盤台）TEL:0197-64-5500 

内容： 

【11 月 23 日】10:00～北上駅発沿岸被災地クラブ視察、18:00～前夜祭 

参加費 7,000 円（交通費・飲食込） 

【11 月 24 日】9:30～スポーツ交流会（バレー、室内ペタンク） 

12:40～講演（講師：文部科学省＜予定＞） 

     14:00～グループディスカッション、全体会  

     「総合型地域スポーツクラブの定義は間違っていたのでは」 

 18:00～情報交換会 

参加費 5,000 円（昼食・夕飲食込） 

【11 月 25 日】9:00～12:00 スポーツ指導法研修 

「スポーツ指導法について」講師：長屋あゆみ 

（特定非営利活動法人フォルダ 副理事長） 

参加費 1,000 円  

◆申込み方法 

必要事項を記載し、FAX でお申し込みください。 

開催要項・申込書はこちらから 

http://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/data/kurabuikusei/MailMagazine/H24/H24.11.23-25_FOLDER_guide&entry.docx  

 

◆申込み先、問い合わせ  実行委員会事務局 NPO 法人フォルダ 

 TEL：０１９７-６３-２３５９ FAX：０１９７-６３-５８１２ 

 Email folder@kitakamicity.com 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

●2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会招致に 

 ご協力をお願いします！ 

 

先日閉幕したロンドンオリンピックでは、史上最多 38 個のメダル 

を獲得した日本選手団の活躍に多くの国民が感動し、勇気づけられ 

ました。 

 

現在、2020 年に東京でオリンピックを開催すべく、去る 5 月 23 日、 



国際オリンピック委員会（IOC）理事会において、東京は第一次選考 

を通過し、正式な立候補都市となりました。 

 

今後、来年 9 月 7 日にブエノスアイレスにて開催される IOC 総会 

における開催都市決定まで、招致活動は加速していきます。 

 

日本でのオリンピック開催のために、皆様の応援を是非お願いいた 

します。 

 

▼2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会招致委員会 

 ホームページはこちらから（貴クラブのホームページにリンク 

いただくなど、ご協力をお願いいたします） 

http://tokyo2020.jp/jp/index.php 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

●日本スポーツ少年団 50 周年記念寄付金募集について 

（平成 24 年 12 月 31 日まで） 

日本スポーツ少年団は、1962 年（昭和 37）6 月 23 日に日本体育協会 

創立 50 周年記念事業の一環として創設されて以来、「スポーツによる 

青少年の健全育成」を活動の理念に掲げ、全国の多くの関係者に支え 

られながら、半世紀にわたり青少年のスポーツ振興に尽力し、2012 

（平成 24）年 6 月 23 日に創設 50 周年を迎えました。 

 

この 50 周年を契機に、全国の多くの関係者と慶事を祝するとともに、 

これまでのスポーツ少年団の歴史をたどり、後世にスポーツ少年団の 

理念を継承し、今後のスポーツ少年団発展に資する事業の実施に向けて 

伴い寄付金を募集します。 

 

▼詳しくはこちらから 

http://www.japan-sports.or.jp/club/news/tabid/83/Default.aspx?itemid=2416 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

●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」 

キャンペーンを実施中で、専用 WEB サイトも公開しています。 

 

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、サイト公開 

1 年で「フェアプレイ宣言者」が約 5,000 名になりました。これもひとえに 

皆様のご理解のおかげと深く感謝しています。 

 

2016 年までにはフェアプレイ宣言者 100 万人を目指しています。 

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 

ができるほか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。 

ぜひご活用ください。 

 

▼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/ 
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●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 4,300 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/tabid/515/Default.aspx 

 

 ※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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