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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：3,543 件  

 

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

 【１】特集  ＜座談会・クラブのほしい情報とは？＞ 

 篠島幹昌さん（ふじみ野ふぁいぶるクラブ会長兼クラブマネジャー） 

 鈴木奈保美さん（こやのエンジョイくらぶ事務局長） 

 加藤裕之さん（埼玉県体育協会クラブ育成アドバイザー） 

 【２】アドバイザーのおススメ・クラブ ＜隔月連載＞ 

    File1２ 海と山に囲まれた自然いっぱいのクラブ 

          ～のむらスポーツクラブ（愛媛県西予市野村町）～ 

 【３】運営の省力化に役立つ「ひな型」紹介 

 【４】助成金情報（応募締切６月 30日までのもの） 

 【５】メールマガジン次号の予告 

 

★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！ 

 ●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月末日) 

 ●「熱中症指標計」を特別価格で販売しております!(約 90％OFF・限定 400台) 

 ●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＞座談会・クラブのほしい情報とは？ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

■■■■■ 

■クラブを長く続けていくためには、「質の向上」が 



 必要だといわれています。 

 そのためには、クラブ自身が自分の力で問題を解決したり、 

 解決能力を高めたりするために、「情報」という材料を 

 集めたり、情報への「アクセス力」が求められています。 

 

 そこで、クラブではどのような情報を必要とし、アクセス 

 しているのか、その工夫や今後の課題など、座談会形式で 

 うかがいました。ぜひ、ご覧ください！ 

 

●座談会参加者 

 篠島幹昌さん（ふじみ野ふぁいぶるクラブ会長兼クラブマネジャー） 

 鈴木奈保美さん（こやのエンジョイくらぶ事務局長） 

 加藤裕之さん（埼玉県体育協会クラブ育成アドバイザー） 

    

◆コンテンツ 

 ・東日本大震災関連情報 

 ・クラブのほしい情報は段階とともに変わる 

 ・「Yahoo先生、Google 先生に聞いてみよう！」 

 ・ほしいピンポイント情報は少ない 

 ・行政がもつ情報と調整できる枠組み・仕組み 

 ・専門的な知識のある人に相談したい 

 ・「クラブが気付いていない」情報提供がアドバイザーの役割 

 ・組織化を広く支えるボランティアとの夢の共有 

 ・役員・スタッフに必要な共通言語と継続学習 

 ・ビジョンや課題を明確に。時には意識的に 

    情報を遮断して、頭をクリアにすることも必要 

 ＜番外＞有給マネジャーのいるクラブは、会員数も増える 

 ＜資料＞クラブを運営するうえで、以下のような情報(源)を、 

   あなたはどの程度利用していますか 

 （2009 年度ブロック別クラブミーティング時、参加者対象アンケート結果より） 

 

 ▼文章全体と写真はこちらから 

 http://www.japan-sports.or.jp/local/news/newsDetail.asp?newsNo=339 
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【２】アドバイザーのおススメ・クラブ 

    File1２ 海と山に囲まれた自然いっぱいのクラブ 

         ～のむらスポーツクラブ（愛媛県西予市野村町）～ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◆◆◆◆◆ 

◆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、 

http://www.japan-sports.or.jp/local/news/newsDetail.asp?newsNo=339


 隔月でご紹介します。 

 

◆今月は「のむらスポーツクラブ」。 

 愛媛県のアドバイザー 作田 拓さんのおススメ・クラブです。 

 

 クラブのロゴマークは『地域のみんなが集う場所に』の趣旨 

 でつくられた素敵なロゴマーク。地域を想う温かい気持ちが 

 あふれているクラブです。 

 

 高齢化が進む地域の問題に焦点を当てたプログラム展開や、 

 2017 年開催の愛媛国体に向けた競技力の向上をビジョンに、 

 これから、ますます楽しみです！ 

 

 ▼文章全体と写真はこちらから 

 http://www.japan-sports.or.jp/local/news/newsDetail.asp?newsNo=338 

   

 ▼作田 拓さんのプロフィールはこちらから 

 http://www.japan-sports.or.jp/local/outline/adviser/38.html 
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【３】運営の省力化に役立つ「ひな型」紹介 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

■■■■■ 

■クラブの運営は、思いのほか事務作業が多く時間がかかります。 

 書類の様式を探したり検討したりする時間を減らせればいいですね。 

 

 そこで、平成 21 年度連載「今月のひな型」の書式を中心にご紹介します。 

 もちろん「ひな型」を参考に、自分たちのクラブに合った内容に 

 していただいてかまいません。 

 

 創設クラブにも設立後のクラブにも、お役に立ちますように！ 

 

 

 ●日体協ＨＰ「広報資料」内書式 (一番下からダウンロードできます） 

   http://www.japan-sports.or.jp/local/publish/index.html#04 

 

 ●低出席・退会者対象アンケート調査 

  http://www.japan-sports.or.jp/local/news/newsDetail.asp?newsNo=245 

 

 ●対象に合わせたアンケート調査票 

  http://www.japan-sports.or.jp/local/news/newsDetail.asp?newsNo=254 

 

http://www.japan-sports.or.jp/local/news/newsDetail.asp?newsNo=338
http://www.japan-sports.or.jp/local/outline/adviser/38.html
http://www.japan-sports.or.jp/local/publish/index.html#04
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 ●フィットネス・インストラクター業務委託契約書 

  http://www.japan-sports.or.jp/local/news/newsDetail.asp?newsNo=260 

   

 ●指導者の共通ルール（指導者規約） 

  http://www.japan-sports.or.jp/local/news/newsDetail.asp?newsNo=267 

 

 ●事務局スタッフの雇用契約書 

  http://www.japan-sports.or.jp/local/news/newsDetail.asp?newsNo=271 

 

 ●契約選手の契約書 

  http://www.japan-sports.or.jp/local/news/newsDetail.asp?newsNo=278 
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【４】助成金情報（応募締切 ６月 30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 

 （６月 10日まで） 

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

 

 ▼ジャパン・プラットフォーム「共に生きる」ファンド（６月 17日まで） 

  http://www.japanplatform.org/area_works/tohoku/ngo.html 

 

 ▼日本財団 ROAD プロジェクト  

  「東北地方太平洋沖地震 災害にかかる支援活動助成」（６月 30日まで） 

  http://www.nippon-foundation.or.jp/org/news/2011040103.html 

 

 ▼財団法人ＪＫＡ RING!RING!プロジェクト 東日本大震災復興支援補助 

     （５月 10日から、補助金交付決定金額が予算総額に達するまでの間） 

  http://ringring-keirin.jp/shinsei/shikata/yoryo/koueki/h23_fukkosien.html 
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【５】メールマガジン６月 20日号の予告   

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 ＜特集＞ 生涯スポーツ・体力つくり全国会議 2011 報告 紹介  

 ＜連載＞ 若手クラブ仕事人の夢メッセージ、 

      アクティブ・チャイルド・プログラム紹介  など 

 

  ＊６月６日は、ＳＣステーションＰＲ号をお届けします。 
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 ★お知らせ★ 
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●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 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

●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月末日) 

 

 ●養成講習会の開催について 

 日本体育協会では、総合型の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、１期から３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、クラブを運営する際の事業計画書を作成し、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。 

 

 なお、本年度の養成講習会については、１期から３期まで「東京都」にて 

 開催いたします。 

 

 ～受講者の声～ 

 「クラブの作り方・運営：10 年後、20年後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、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」の養成を実施します。 

 実際にアシスタントマネジャーの養成を実施する団体等については、 

 下記ホーム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/qualification/management/m_02.html 

 アシスタントマネジャー： 

  http://www.japan-sports.or.jp/coach/qualification/management/index.html 

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

 

●【約 90％OFF！！限定 400台！！】 

 熱中症事故予防のための「熱中症指標計」の特別価格販売のご案内 

 

 このたび、熱中症指標計の国内トップメーカーである京都電子工業株式会社 

 のご好意により、機種のモデルチェンジに伴い、旧モデルを一定の台数に限 

 り、今回だけの「特別価格」により読者の皆様方に斡旋することが可能とな 

 りました。 

 

 なお、斡旋機種は旧モデルではありますが、国内最多販売の実績を持つ本会 

 推奨品であり、いわゆる「簡易型（一部の機能を省き、原則、屋内利用）」 

 ではありません。屋内外を問わず測定値がより正確に表示されます。 

 ＜測定上の性能は新モデルと変わりません。＞ 

 

http://www.japan-sports.or.jp/coach/qualification/management/m_02.html
http://www.japan-sports.or.jp/coach/qualification/management/index.html


「熱中症」については皆様もよくご存じの通り、特にスポーツの現場では発 

 生頻度が高く、ひとたび事故が起こると重篤な症状をはじめ、最悪の場合は 

 人命が失われることもあり、管理監督者をはじめとする関係者はその責任を 

 問われ訴訟に至るケースもあります。 

 

 日本体育協会では、これまでも熱中症事故の予防に極めて効果の高い「熱中 

 症指標計」の活用を推奨してまいりましたが、価格的に高価でもあり、必ず 

 しも購入し易い状況ではありませんでした。 

 

 400 台限定ではありますが、お求めやすい価格のこの機会に、熱中症事故予防 

 対策の一環として、本推奨品のご購入をお勧めいたします。 

 

■［販売機種名］ 

  熱中症指標計 WBTG－103 型（製造元：京都電子工業（株）） 

■［販売価格］ 

  特別価格 → ￥5,900 円（税込・送料込） 

       ＊定価は\55,000 円（税別・送料別） 

■［販売台数］ 

  限定 400 台 

 ＜＊申込受付順の取扱いとし、規定の台数に達し次第、予告なく終了致します＞ 

■［お申込方法］ 

 次の事項を明記し、京都電子工業（株）営業企画部宛て直接 FAX（03-3237-0537） 

 にてお申込ください。 

【明記事項】１．ご注文台数、２．貴団体名、３．商品送り先住所、 

      ４．ご氏名(フルネーム)、５．ご連絡先お電話番号 

 ＜＊ご注文受付期間 平成 23 年６月 30日（木）17：00 まで＞ 

■［代金お支払方法］ 

 「商品代引き」のみの対応となります。 

■［その他］ 

 本品購入経費については、「スポーツ振興くじ助成事業」の助成対象経費 

 とはなりません。 

 但し、収支計算書上の対象外経費（『その他の経費』）としての計上は可能です。 

 

 ≪商品機能・申込・発送・代金支払等に関するお問合せ窓口≫ 

 京都電子工業株式会社 東京支店 営業企画部（担当：熊谷、田中） 

 〒102-0074 東京都千代田区九段南 4-8-21 

 TEL.03-3239-7331  FAX.03-3237-0537 

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
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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 3,500 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◆ 

 

 Copyright (c) Japan Sports Association. All rights reserved 
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