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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、「賢くやり直すチャンス」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。 

 

クレームや現場で実際に起こったケガ・事故、それらの対応に 

ついて、様々な情報をクラブマネジャーの方々から寄せてもらい 

ました。現場で役立つものばかりです。 ぜひ、ご覧ください！ 

 

▼あなたの「困った」に、お答えします！ 

～６つのケースに、地方企画班員が回答～ 

http://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/data/kurabuikusei/MailMagazine/H24/H24.12_tokushu_Q&A.pdf  

 

 

▼困った時やクレームに対して、こうしてみました！ 

～クラブマネジャーからあがった事例(1)～ 

http://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/data/kurabuikusei/MailMagazine/H24/H24.12_tokushu_komatta&claim.pdf  

 

 

▼実際にあったケガ・事故の時、こうしてみました！ 

～クラブマネジャーからあがった事例(2)～ 

http://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/data/kurabuikusei/MailMagazine/H24/H24.12_tokushu_kega&jiko.pdf 

 

 



 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【２】若手クラブ仕事人の夢メッセージ（安井妙子さん） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◆◆◆◆◆ 

◆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「NPO 法人愛知スポーツ倶楽部」（愛知県名古屋市）でクラブ 

マネジャーをしている安井妙子さんを紹介します。 

 

安井さんは大学でホッケーをしていて、最初はアルバイトとしてクラブ 

で働いていました。クラブの仕事にやりがいを感じ、公認アシスタ 

ントマネジャーの資格取得後、クラブマネジャーになりました。 

 

仕事が忙しく大変な時もありますが、会員の皆さんの笑顔を見ると、 

もっと充実した環境でスポーツができるような取組みを行っていこう、 

という気持ちが湧くといいます。 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/H24.12_young_worker.pdf 

 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【３】わがクラブの人気プログラム 「小学生向け『アスレチック教室』」 

     （安原スポーツクラブ 和歌山県和歌山市) 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

■■■■■ 

■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。 

 

「アスレチック教室」の魅力の一つは、毎回変わるテーマです。 

例えば、「スポーツ鬼ごっこ」「ボール運動」「ゲームでリレー」 

「ロープ運動」「走る＆頭の体操」「障害物競走」などで、子ども 

たちの興味を引くようなネーミングがつけられています。 



 

コミュニケーション能力やプレゼンテーション能力を養うトレー 

ニングなど、競技スポーツの苦手な子どもも積極的にアピールし、 

楽しそうに課題に取り組んでいます。 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/H24.12_popular_program.pdf  

 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【４】東日本大震災被災地 応援情報     

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◆◆◆◆◆ 

◆3 月 11 日の東日本大震災から 1 年 9 カ月がたちました。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。 

 

●岩手県陸前高田市に初の総合型地域スポーツクラブが誕生 

 

岩手県陸前高田市は、東日本大震災で未曾有の被害に遭ったにもかか 

わらず、すでに前を向いて歩き出している方々がいらっしゃいます。 

「総合型りくぜんたかた」は、そのような方々が中核となって設立に 

こぎつけた陸前高田市初の総合型地域スポーツクラブです。 

平成 24 年 11 月 20 日に、クラブの設立総会が行われました。 

 

岩手県の内陸部にある NPO 法人フォルダで、沿岸部のクラブ設立の 

お手伝いをしている佐藤さくらさんから、陸前高田市のスポーツ環境 

の現状や住民の声など、現地の最新状況を報告していただきました。 

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/H24.12_tohoku_aid_iwate-folder.pdf 

 

 

 

 

 



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【５】助成金情報（申込締切 平成 25 年 1 月 31 日までのもの）   

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

▼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 25 年 1 月 25 日当日必着） 

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

 
▼2013 年中央ろうきん助成プログラム（平成 25 年 1 月 4 日～16 日当日必着） 

１都 7 県（茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨）を 

主たる活動の場としている ボランティアグループや市民団体（NPO 法人等） 

http://www.rokin-ikiiki.com/yoko.html 

 

▼近畿ろうきん NPO アワード（平成 25 年 1 月 31 日当日必着） 

近畿 2 府 4 県（滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山）対象 

http://www.rokin.or.jp/npo/npo_award/ 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【６】メールマガジン次号の予告   

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

   ＜特集＞地元の新聞・テレビを活用した認知度向上（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：平成 25 年 1 月 21 日（月） 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◆◇お知らせ◇◆ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

●クラブマネジメント指導者海外研修事業報告（平成 24 年度） 

 平成 24 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 4 回目となり 

 ます。 



  

 15 名の日本派遣団員が、10 月 16 日～22 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。 

・西村 貴之さん（NPO 法人クラブパレット ゼネラルマネジャー） 

▼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/H24.12_kaigaikenshu_report_nishimura.pdf 

 

・木間 奈津子さん（NPO 法人アクアゆめクラブ 理事・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/Portals/0/data/kurabuikusei/MailMagazine/H24/H24.12_kaigaikenshu_reports_konoma.pdf  

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

●ブロック別クラブミーティング報告（北信越、東海、九州） 

 

10 月～12 月において、全国でブロック別クラブミーティング 2012 が 

順次開催されました。各地での活発な情報交換や話し合いが行われた 

内容をご報告します。ぜひご覧ください！ 

▼北信越ブロック：11 月 17 日（土）、18 日（日） 

 於：長野県塩尻市・松本歯科大学      

http://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/data/kurabuikusei/Event%20Infomation/ClubMtg/H24/hokushinetsu_report.pdf  

 

▼東海ブロック：11 月 10 日（土）、11 日（日） 

 於：静岡県静岡市・静岡県コンベンションアーツセンター「グラン 

   シップ」 

http://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/data/kurabuikusei/Event%20Infomation/ClubMtg/H24/toukai_report.pdf 

 

▼九州ブロック：11 月 17 日（土）、18 日（日） 

 於：長崎県長崎市・長崎県立総合体育館 

http://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/data/kurabuikusei/Event%20Infomation/ClubMtg/H24/kyushu_report.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 カ所で開催しています。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 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

●募集「第 1 回スポーツ振興賞」（平成 25 年 1/15 応募締切） 

 

公益社団法人スポーツ健康産業団体連合会と一般社団法人日本 

スポーツツーリズム推進機構では、「第 1 回スポーツ振興賞」として、 

“スポーツツーリズム大賞”、“スポーツとまちづくり賞”の募集を 

行っています。 

【表彰内容】 

＜スポーツツーリズム賞＞（各賞 1 点） 

国土交通省観光庁長官賞・・・・副賞 20 万円 

日本スポーツツーリズム推進機構 会長賞・・・副賞 10 万円 

＜スポーツとまちづくり賞＞（各賞 1 点） 

  経済産業省商務情報政策局長賞・・・副賞 20 万円 

 日本商工会議所 奨励賞・・・副賞 10 万円 

スポーツ健康産業団体連合会 会長賞・・・副賞 10 万円 

▼詳しくはこちらから 

http://www.jsif.or.jp/ 

http://sporttourism.or.jp 



 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

●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！ 

 

2020 年に東京でオリンピックを開催すべく、平成 24 年 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 7,160 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 4,500 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 

 

 


