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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：4,459 件 

 

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

【１】＜特集＞ 最新メディアを活用した上手い広報 

●広報のコツ 

●インターネットで発信・共感しよう 

●NPO 法人スポネット弘前（青森県弘前市）の事例 

    ～複数の人が投稿するブログ更新がフェイスブックと連動～ 

●愛ランドあさひ（新潟県村上市）の事例 

   ～教室やイベントの様子を、YouTube にリンクをはって動画を配信～ 

●総合型スポーツクラブ サンビスカス沖縄（沖縄県沖縄市）の事例 

～代表とスタッフがフェイスブックで情報発信～ 

 

【２】アドバイザーのおススメ・クラブ  

File20  設立 10 年、みんなでつくる みんなのクラブ 

～NPO 法人東大宮スポーツクラブ（宮崎県宮崎市）～ 

【３】動画で伝えよう！＜クラブ映像紹介＞ 

「総合型地域スポーツクラブのある町」（9 つのクラブの紹介）  

～（6 番目）くちくまのクラブ（和歌山県） 

スポーツ少年団を中心に設立（16 分 21 秒）～ 

 

【４】東日本大震災被災地 応援情報 

 ●福島県児童交流事業「出会いふれあい体験教室」に関わって 

   ～和歌山県上富田町にある総合型地域スポーツクラブの支援～ 

【５】助成金情報（申込締切 平成 25 年１月 25 日までのもの） 

【６】メールマガジン次号（12 月 20 日）の予告 

 

★お知らせ★ 

●平成 24 年度日本体育協会公認アシスタントマネジャー 



養成コース 各都道府県開催時期のご案内 

●アクティブ・チャイルド・プログラム講習会のご案内 

●生涯スポーツ・体力つくり全国会議 2013（平成 25 年 1/25、宮崎県） 

●平成 24 年度「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」公開セミナー（12/21、東京都） 

●地域スポーツクラブマネジメントセミナーの開催（12/1、東京都） 

●クラブネッツフューチャーズミーティングの開催（12/14、東京都） 

●高齢者の貯筋運動トレーニングに関する国際フォーラム 2012 

（12/15,12/16、鹿児島県） 

●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 50 周年記念寄付金募集について（12/31 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＞ 最新メディアを活用した上手い広報 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

■■■■■ 

■広報活動は「簡単そうで難しい」と感じている方が多いのでは？ 

チラシ・パンフレット作成は、ほとんどのクラブで行っていますが、 

そもそも広報とは何でしょうか。どのような種類や特性があるのでしょうか？ 

 

今回の特集では、広報や最新メディアに詳しい 2 名の有識者がお伝 

えする広報の実践に役立つ「広報のコツ」から始まり、ホームページ 

はもちろん、ブログやフェイスブックなどの最新メディアを活用して、 

地域に共感の輪を広げている 3 つの事例をご紹介します。 

 

SNS やフェイスブックについて、わかりやすい解説もあります。 

コストを抑えて効果を上げる方法を知って、広報に役立てましょう！ 

 

●広報のコツ 

http://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/data/kurabuikusei/MailMagazine/H24/H24.11_tokushu_kouhou-no-kotsu.pdf  

 



 

●インターネットで発信・共感しよう 

http://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/data/kurabuikusei/MailMagazine/H24/H24.11_tokushu_SNS.pdf  

 

▼NPO 法人スポネット弘前（青森県弘前市）の事例 

～複数の人が投稿するブログ更新がフェイスブックと連動～ 

http://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/data/kurabuikusei/MailMagazine/H24/H24.11_tokushu_aomori.pdf  

 

▼愛ランドあさひ（新潟県村上市）の事例    

   ～教室やイベントの様子を、YouTube にリンクをはって動画を配信～ 

http://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/data/kurabuikusei/MailMagazine/H24/H24.11_tokushu_niigata.pdf  

 

▼総合型スポーツクラブ サンビスカス沖縄（沖縄県沖縄市）の事例 

～代表とスタッフがフェイスブックで情報発信～ 

http://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/data/kurabuikusei/MailMagazine/H24/H24.11_tokushu_okinawa.pdf  

 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【２】アドバイザーのおススメ・クラブ  

 File20  設立 10 年、みんなでつくる みんなのクラブ 

～NPO 法人東大宮スポーツクラブ（宮崎県宮崎市）～ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◆◆◆◆◆ 

◆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「NPO 法人東大宮スポーツクラブ」。宮崎県のアドバイザー 

宮田育俊さんのおススメ・クラブです。 

 

平成 25 年に設立 10 周年を迎える、ベテランの域に入るクラブです。 

多くの紆余曲折を経て、地域に愛され、地域に無くてはならない 

総合型クラブに成長してきました。 

 

◆最高齢 92 歳の方が参加している教室もあり、健康づくりから 



仲間づくり、そして地域づくりへと活動の幅が広がっています。 

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/Portals/0/data/kurabuikusei/MailMagazine/H24/H24.11_series.osusume_miyazaki.pdf  

 

▼宮田育俊さんのプロフィールはこちらから 

http://www.japan-sports.or.jp/local/tabid/504/Default.aspx 

 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【３】動画で伝えよう！＜クラブ映像紹介＞ 

「総合型地域スポーツクラブのある町」（9 つのクラブの紹介）  

～（6 番目）くちくまのクラブ（和歌山県） 

スポーツ少年団を中心に設立（16 分 21 秒）～ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

■■■■■ 

■この連載は、総合型地域スポーツクラブへの関心や理解が 

深まる 15～20 分程度の映像を、毎回１本ずつ紹介するものです。 

 

■今月は、くちくまのクラブ（和歌山県）。 

愛称は「SEACA（シーカ）」。Sports、Education、All、Culture、 

Association の頭文字を使っています。 

“スポーツや教育、その他すべての文化活動を通して地域全体で 

地域の子どもたちを育てる環境を作るクラブ”という意味です。 

 

■地域のスポーツ少年団が集まって総合型クラブとして活動を 

開始しました。毎年行う「子どもスポーツチャレンジデー」では、 

多くの子ども達が様々なスポーツを楽しんでいます。 

研修・説明会などで、ぜひ活用ください！（2008 年製作）。 

 

▼映像はこちらから ～（6 番目）くちくまのクラブ（和歌山県）～ 

http://www.japan-sports.or.jp/publish/tabid/661/pdid/73/Default.aspx 

 

 



 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【４】東日本大震災被災地 応援情報 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◆◆◆◆◆ 

◆東日本大震災から 1 年半が過ぎました。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。 

今月は、和歌山県の「くちくまのクラブ」サブマネジャーの 

平尾好孝さんからの報告です。 

 

●福島県児童交流事業「出会いふれあい体験教室」に関わって 

～和歌山県上富田町にある総合型地域スポーツクラブの支援～ 

 

福島県の子どもたちは、原発事故による放射能の影響で、外で 

遊べない状況だという話を聞き、クラブのネットワークを通じて、 

町による福島の小学生の受入れを行いました。 

 

7 月 30 日からの 8 日間、「とにかく、震災や原発のことを忘れ、 

紀南の大自然の中で、思いっきり遊んでもらう！」との考えで、 

ラグビー体験教室やキャンプ、海水浴、熊野古道歩き、花火大会 

など盛り沢山のプログラムを組みました。 

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/H24.11_tohoku_aid_wakayama.pdf  

 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【５】助成金情報（申込締切 平成 25 年１月 25 日までのもの） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

▼平成 25 年度東日本大震災復興支援補助（財団法人ＪＫＡ）（12 月 7 日 17：00 まで） 

http://ringring-keirin.jp/shinsei/shikata/yoryo/koueki/h25/futsukoushien_yoko.pdf 

 

▼「積水ハウスマッチングプログラム」2013 年度助成（12 月 21 日 17：00 必着） 



http://www.sekisuihouse.co.jp/company/topics/datail/1189729_1381.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 10 次＞ 

（平成 24 年 12 月 25 日～平成 25 年 1 月 25 日(予定)。要問合せ） 

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

 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【６】メールマガジン次号の予告 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

＜特集＞困った！ こんな時、どうする？ 

＜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、東日本大震災被災地応援情報 

 

 ■発行予定日： １２月２０日（木） 

        ＊１２月５日（水）は、SCPR 号をお届けします 

  

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

★お知らせ★ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

●平成 24 年度日本体育協会公認アシスタントマネジャー養成コース 

各都道府県開催時期のご案内 

 

公認アシスタントマネジャー資格試験を平成 24 年度内に受講したい 

とお考えの方向けの情報です。平成 24 年度内に本養成コースを実施する 

団体も残り少なくなってきました。受講をご希望の場合はお早めに実施 

予定団体にお問い合わせください。 

▼実施予定団体一覧についてはこちらから 

http://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/data0/coach/pdf/assistant01.pdf 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 



●アクティブ・チャイルド・プログラム講習会のご案内 

 

日本体育協会では、平成 20 年から 2 カ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」 

研究を実施しました。 

現在は、その研究成果を踏まえて、子どもたちの身体活動やスポ 

ーツ活動を促進するための資料を作成し、普及・啓発活動に取り 

組んでいます。 

前年に引き続き、同プログラムの効果的な活用法の周知を目的と 

した講習会を全国 9 カ所で開催いたします。ご関心をお持ちの方は 

ぜひこの機会にご参加ください。 

 

▼参加申込方法等の詳細については、こちらから 

http://www.japan-sports.or.jp/coach/tabid/242/Default.aspx 

 

▼アクティブ・チャイルド・プログラムの詳細についてはこちらから 

http://www.japan-sports.or.jp/publish/tabid/776/Default.aspx#guide08 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

●生涯スポーツ・体力つくり全国会議 2013（平成 25 年 1/25、宮崎県） 

 

本会議は、生涯スポーツ関係団体の各界各層の人々が一堂に会し、 

地域におけるスポーツ推進の現状及び課題について、研究協議や意 

見交換を行い、相互理解を深め、関係者間の協調・協力体制の強化 

と生涯スポーツ社会の実現に向けた機運の醸成を目的とし、開催さ 

れます。 

 

主催：文部科学省 

日時：平成 25 年 1 月 25 日（金）10：00～17：00 

会場：宮崎観光ホテル 

参加費：2,000 円 

申込締切：12 月 10 日（月）必着 

▼詳しくはこちらから 

http://www.japan-sports.or.jp/event/tabid/200/Default.aspx 

 



・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

●平成 24 年度「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」公開セミナー（12/21、東京都） 

 

本セミナーでは、文部科学省委託事業「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」において、より効果的な取組みを 

展開するとともに、地域スポーツとトップスポーツの好循環に資す 

る活動の活性化を図るために、関係者が一堂に会して、情報共有や 

意見交換を行い、今後取り組むべき具体的な方策などについて議論 

します。 

一般参加（傍聴）をご希望の方は、下記 HP をご確認ください。 

 

主催：文部科学省 

日時：平成 24 年 12 月 21 日（金）13：30～17：00 

会場：文部科学省東舘 3 階講堂 

参加料：無料 

申込締切：12 月 7 日（金）17：00 必着 

※定員（300 名）になり次第、締切となります。 

▼詳しくはこちらから 

http://www.mext.go.jp/a_menu/sports/club/1327881.htm 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

●地域スポーツクラブマネジメントセミナーの開催（12/1、東京都） 

 

主 催：東京都広域スポーツセンター（公益財団法人東京都スポーツ文化事業団） 

開催日：12 月 1 日（土）（全 6 回のうち 2 回） 

会 場：駒沢オリンピック公園総合運動場 会議棟会議室 

対 象：地域スポーツクラブの設立・運営に携わっている方 

    地域の各種スポーツ団体等の運営に携わっている方 など 

定 員：各回 40 名（先着順）  参加料：各回 450 円 

※各回ごとのお申し込みとなります。 

 

◆第 3 回（午前の部） 9:30～12:30 

「スタッフの一体感をギュギュギュッと高めるツボ！」 



講師：藤枝 香織 先生（一般社団法人ソーシャルコーディネートかながわ） 

◆第 4 回（午後の部） 13:30～16:30 

「仲間が増える魔法の言葉は“ボラ・マネ”！？」 

講師：手塚 明美 先生（NPO 法人藤沢市市民活動推進連絡会） 

 

▼詳細はこちらからもご覧いただけます 

http://kouiki-sports-tokyo.jp/lecture/schedule/index.html 

 

【お申し込み先】スマイルスポーツ事業センター 

電話：0120-612-001（平日：10:00～17:00） 

※携帯・PHS は 03-5474-2148 

インターネットなら 24 時間受付！ 〔スマイルスポーツ〕で検索！  

http://smilesports.jp/ 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

●クラブネッツフューチャーズミーティングの開催（12/14、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！ 

場所は日本大学文理学部（世田谷区桜上水）の 1 号館 131 教室、 

参加費 1,000 円（情報交換会 3,500 円）です。  

 

【第 6 回】12 月 14 日（金）18:30～21:00  

＜ゲストスピーカー＞ 

筑波大学名誉教授、タイケン学園スーパーバイザー 佐伯年詩雄氏 

テーマ：これからの市民社会・地域生活論とスポーツ組織論の 

近未来像（仮題） 

昭和 36 年に制定された「スポーツ振興法」を全面改訂した新法 

「スポーツ基本法」のアドバイザリーボードの一員として新法制定 

に中心的に関わってこられた佐伯先生には、基本法制定の背景を 

ベースにお話をいただきます。 

 

▼詳細と申込はこちらから 

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



 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

●高齢者の貯筋運動トレーニングに関する国際フォーラム 2012 

（12/15,12/16、鹿児島県） 

 

鹿屋体育大学では、2010 年度より文部科学省の特別経費の補助によ 

り「動ける日本人育成を目指した貯筋研究プロジェクト」を実施し 

ています。この度、本事業の学術的検証と普及振興に関した今後の 

課題と展望について専門家を交えて議論を深めるための国際フォーラ 

ムが開催されます。 

 

本フォーラムでは、現在、総合型クラブで取り組んでいる事例研究 

も発表されますので興味のある方はぜひご参加下さい。 

 

主催：鹿屋体育大学 

日時：12 月 15 日（土）9：30～18：00 

    12 月 16 日（日）10：00～12：00 

会場：鹿屋体育大学 水野講堂 他 

参加費：無料 

申込締切：11 月 30 日（金） 

▼詳しくはこちらから 

http://www.chokinf2012.nifs-k.ac.jp/forum-pg.html 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

●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！ 

 

8 月に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、5 月 23 日に 

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、2013 年 9 月 7 日にブエノスアイレスで開催される 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（12/31 まで） 

 

日本スポーツ少年団は、1962（昭和 37）年 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 

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 

公開後、「フェアプレイ宣言者」が約 6,400 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、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/ 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

●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 4,400 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◆ 

 Copyright (c) Japan Sports Association. All rights reserved 


