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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：3,811 件  
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【３】わがクラブの人気プログラム 「サッカー国際交流プログラム」 
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【４】東日本大震災被災地 応援情報 

    ●豊後高田市から陸前高田市へ「心の絆」を届ける！ 

      ～「ＴＭＫチャレンジクラブ」（大分県）善意の支援活動～ 

    ●「ふくしま大運動会 in会津」開催のご案内 

     （平成 24年 1月 5日・6日） 

    ●約 13万人の小学生に一流アスリートのメッセージ入り写真 

     下敷を配布！（スポーツこころのプロジェクト） 

    ●（再掲）宮城県のアクアゆめクラブを通じて海産物や 

      Ｔシャツを購入することによる支援 

【５】助成金情報（申請締切 平成 24年 2 月 29日までのもの） 

【６】メールマガジン次号（平成 24年 1月 20日）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！ 

●「第 4回地域・スポーツ振興賞」のご案内 

  （締切：平成 24年 1月 12日） 



●総合型クラブの経営に関する研究集会が行われます！ 

  （平成 24年 1 月 29日） 

●クラブミーティング開催報告（北海道、関東、東海、近畿、 

  中国、四国） 

●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 

●「スポーツ宣言日本」について（再掲） 

●「日本体育協会・日本オリンピック委員会 100 年史」の実費頒布 

   希望者募集について 

●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＞ 都市部で活動場所を確保する工夫 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

■■■■■ 

■活動場所がなければ、クラブの運営はままならないのですが、 

人口の多い都市部であれば、なおさら場所の確保が困難です。 

 

 立ち上げ時にも、会員数を増やすにも必要になる「活動場所」。 

学校や公共施設などの枠にとらわれず、地域にある「空間」「資源」 

を発掘して活動場所としている４つの事例を紹介します。 

 

 ●お寺、公園、駐車場等、屋外のスペースを有効活用 

   ▼NPO法人クラブしっきーず （埼玉県志木市） 

     http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20111219170054_4.pdf 

 

 ●地元の「海」を共有して使う心得と効果 

   ▼パシフィックビーチクラブ （神奈川県茅ケ崎市） 

     http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20111219170054_5.pdf 

 

 ●商店街と理念を共有し、空き店舗を活用 

   ▼鯨ヶ丘スポーツクラブ （茨城県常陸太田市） 

     http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20111219170054_6.pdf 

 

 ●町会施設を活用し、「住民力」が守る地域ブランド 

   ▼田園調布グリーンコミュニティ （東京都大田区） 

     http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20111219170054_7.pdf 
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【２】若手クラブ仕事人の夢メッセージ（佐藤亜由美さん） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◆◆◆◆◆ 

◆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「GOPPO ええぞなクラブ」（山口県宇部市）のクラブ 

マネジャーの佐藤亜由美さんを紹介します。 

   

  佐藤さんは、「笑顔で会員さんと交流すること」を一番大切にして 

います。「クラブに関わる人すべてが『楽しい』と思えるクラブに 

したい」と将来の夢を語ってくれました。 

  佐藤さんのクラブに対する熱意や愛情が伝わってきて、素敵です！ 

 

  ▼詳細と写真はこちらから 

     http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20111219170510_4.pdf 

   

   ▼「GOPPO ええぞなクラブ」の HPはこちらから 

    http://goppoeezona.ddo.jp/ 
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【３】わがクラブの人気プログラム 「サッカー国際交流プログラム」 

      ～ウルトラＣ＆Ｓクラブ（鳥取県境港市）～ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

■■■■■ 

■平成 23 年 6月からの連載「わがクラブの人気プログラム」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、隔月で紹介します。 

 

 境港市では韓国とロシアを結ぶ国際定期貨客船の寄航を契機に、 

これらの国と、様々な交流が盛んに行われるようになりました。 

  昨夏、ロシアの少年サッカークラブとの交流を、市が「ウルトラ 

Ｃ＆Ｓクラブ」へ依頼したことから始まり、今年はロシアと韓国へ 

5 泊 6日の日本からの遠征が実現しました。 

  日本の子どもたちは挨拶したり話しかけるなど積極的にコミュニ 

ケーションを図り、交流を深める姿も見られました。 

 

 この経験が、今年 10月に行われた「高円宮杯鳥取県大会」の 

http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20111219170510_4.pdf
http://goppoeezona.ddo.jp/


優勝に大きくつながったことは間違いありません。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/local/news/uploadFiles/20111219170734_4.pdf 

 

  

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【４】東日本大震災被災地 応援情報 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

●豊後高田市から陸前高田市へ「心の絆」を届ける！ 

    ～「ＴＭＫチャレンジクラブ」（大分県）善意の支援活動～ 

 

◆◆◆◆◆ 

◆大分県の「豊後高田市」と被災地の「陸前高田市」は、過去、 

チャレンジデーで友好関係にあり、豊後高田市の人々は、いち早く 

支援の活動を開始しました。 

   

  義援金や日常生活物資集めに奔走し、これらの善意を市役所の 

「がんばろう東北」のトラックに積め込んで陸送で運びました。 

 

  今回の災害を風化させないためには、続けることへの情熱、 

  忘れないことが大切で、今後も支援活動を続けることです。 

  運営に無理な支援でなく続けられる支援を送ることも大事です。 

   

  ▼詳細と写真はこちらから 

   http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20111219171052_4.pdf 

 

  

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

●「ふくしま大運動会 in会津」開催のご案内 

  （平成 24年 1 月 5日・6日） 

 

 ウォームアップ・ジャパン in 東北シリーズでは、福島県の南会津町を 

会場に、トップアスリートによるスポーツトークをはじめ、 

スキー・スノーボード教室や雪上運動会などトップアスリートと楽しむ 

イベントを、年明け 1月 5，6日に開催します。 

  参加対象は会津・南会津地区に居住する小学 5年生から中学 2年生です。 

申し込み締切は 12月 22日必着ですので、お早めにどうぞ！ 

 

http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20111219170734_4.pdf
http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20111219171052_4.pdf


 お手伝いなど御協力いただける方は、以下までお問い合わせください。 

＜問合せ先＞会津広域スポーツセンター TEL０２４２－３７－０５８８ 

 

 ▼詳細はこちらから 

  http://www.jathlete.jp/news/release/2011-1212-1.html 

 

  

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

●約 13 万人の小学生に一流アスリートのメッセージ入り写真 

  下敷を配布！（スポーツこころのプロジェクト） 

  東日本大震災で被災したすべての子どもたちの「こころの回復」を 

応援するためのプロジェクト『東日本大震災復興支援「スポーツこころ 

のプロジェクト」』は、本年 9月より「スポーツ笑顔の教室」を順次開催 

しております。 

  このたび、事業の対象となる被災 6県（青森県、岩手県、宮城県、 

福島県、茨城県、千葉県）の小学校 529 校・小学生約 13 万人に対し、 

一人 1 枚「スポーツ笑顔のメッセージ」として下敷を配布することにな 

り、12 月 15日（木）に都内ホテルにて概要発表記者会見を行いました。 

 

 ▼記者発表の様子はこちらから 

  http://www.japan-sports.or.jp/news/newsDetail.asp?newsNo=710 

 

  

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

●（再掲）宮城県のアクアゆめクラブを通じて海産物や 

      Ｔシャツを購入することによる支援 （12月 5日発行号掲載） 

  http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20111205102342_4.pdf 
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【５】助成金情報（応募締切 平成 24年 2 月 29日までのもの） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

 ▼住まいとコミュニティづくり活動助成（平成 24年 1 月 13日まで） 

    （ハウジングアンドコミュニティ財団） 

  http://www.hc-zaidan.or.jp/josei/josei20/ 

 

 ▼高齢者への暴力防止プロジェクト助成（平成 24年 1 月 17日まで） 

    （朝日新聞厚生文化事業団） 

http://www.jathlete.jp/news/release/2011-1212-1.html
http://www.japan-sports.or.jp/news/newsDetail.asp?newsNo=710
http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20111205102342_4.pdf
http://www.hc-zaidan.or.jp/josei/josei20/


  http://asahi-welfare.or.jp/info/2011/tokyo/koureishabbjoseik20111026.html 

 

 ▼社会貢献基金による助成（平成 24年 2 月 29日まで） 

    （社団法人全日本冠婚葬祭互助協会） 

  http://www.zengokyo.or.jp/social/promotion/no02.html 
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【６】メールマガジン次号の予告   

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

   ＜特集＞（座談会）東日本大震災復興で総合型クラブが果たす役割 

    ～岩手県、宮城県、福島県のクラブマネジャーとアドバイザーのお話～ 

   ＜連載＞ アドバイザーのおススメ・クラブ、 

         「アクティブ・チャイルド・プログラム」紹介 など       

    ■発行予定日；平成 24 年 1月 20日（金）  

 

  

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

★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！ 

 

 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 

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

●「第 4回地域・スポーツ振興賞」のご案内 

  （締切：平成 24年 1月 12日） 

 

 社団法人スポーツ健康産業団体連合会では、スポーツを通じて 

地域振興に貢献した団体・グループによる興味深い活動に対して、 

上記のような賞を授与しています。 

   

http://asahi-welfare.or.jp/info/2011/tokyo/koureishabbjoseik20111026.html
http://www.zengokyo.or.jp/social/promotion/no02.html


  選考基準は、「住民の積極的参加を促す仕組み」「事業の健全性」 

「地域の内外を問わず交流・連携」「継続・発展性」などです。 

締切は、1月 12日です。地域で盛り上がっている企画や、新規性の 

ある取り組みをしているクラブは、ぜひ応募してみましょう！ 

   

  ▼詳細と過去 3 年間の最優秀賞受賞作品概要はこちらから 

  http://www.jsif.or.jp/whatsnew/2012sinkousyo_bosyu.pdf 

   

   

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

●総合型クラブの経営に関する研究集会が行われます！ 

 

 日本体育・スポーツ経営学会主催、第 42 回研究集会では 

「総合型クラブの経営」をテーマに研究集会を開催します。 

 

 この研究集会では、『クラブをめぐる近年の動向に焦点を当て、 

クラブが将来に向けて持続可能な成長を遂げるために今、何が 

本当に必要なのかを検討することを通して「クラブ経営の本質」 

に迫りたい。（抜粋）』との趣旨で行われます。 

 

日時：平成 24年 1月 29日（日） 13：00～17：00 

会場：筑波大学東京キャンパス文京校舎 134 講義室 

     〒112-0012 東京都文京区大塚 3-29-1 

      地下鉄丸ノ内線 茗荷谷駅下車「出口 1」徒歩 2分程度 

      http://www.tsukuba.ac.jp/access/bunkyo_access.html 

参加費：一般会員 2,000 円，学生会員 1,000 円， 

非会員社会人 3,000円，非会員学生 2,000 円 

 

▼開催要項等の詳細はこちらから 

http://wwwsoc.nii.ac.jp/jsmpes/index.html 

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

●クラブミーティング開催報告（北海道、関東、東海、近畿、中国、四国） 

   

  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 2011 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！ 

  ▼北海道ブロック：11月 18 日（金）、19 日（土） 

   於：北海道札幌市・北海道立総合体育センター 

http://www.jsif.or.jp/whatsnew/2012sinkousyo_bosyu.pdf
http://www.tsukuba.ac.jp/access/bunkyo_access.html
http://wwwsoc.nii.ac.jp/jsmpes/index.html


    http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20111220103355_4.pdf 

 

 ▼関東ブロック：10 月 29日（土）、30日（日） 

   於：山梨県甲府市・山梨県男女共同参画推進センター「ぴゅあ総合」  

    http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20111220103355_5.pdf 

 

 ▼東海ブロック：11 月 12日（土）、13日（日） 

   於：愛知県名古屋市・愛知県教育会館 

    http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20111220103355_6.pdf 

 

 ▼近畿ブロック：12 月 3日（土）、4日（日） 

   於：京都府京都市・京都テルサ 

     http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20111220103355_7.pdf 

 

 ▼中国ブロック：11 月 26日（土）、27日（日） 

   於：山口県山口市・山口県セミナーパーク 

     http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20111220103355_8.pdf 

 

 ▼四国ブロック：11 月 19日（土）、20日（日） 

   於：徳島県徳島市・とくぎんトモニプラザ 

     http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20111220103355_9.pdf 

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

●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。 

   

  おかげさまでフェアプレイキャンペーンは専用 WEB サイト公 

開 4 ヶ月で「フェアプレイ宣言者」が 1,900 名を超えており、 

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。 

http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20111220103355_4.pdf
http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20111220103355_5.pdf
http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20111220103355_6.pdf
http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20111220103355_7.pdf
http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20111220103355_8.pdf
http://www.japan-sports.or.jp/local/news/uploadFiles/20111220103355_9.pdf


 

 ▼フェアプレイ宣言等、詳しくはこちらから 

  http://www.japan-sports.or.jp/fair/ 

 

  

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

●「スポーツ宣言日本」について（再掲） 

 

 「スポーツ宣言日本」は、嘉納治五郎氏が大日本体育協会の創立に 

  際し示した趣意書の志を受け継ぎ、これからの新たな 100年に向け 

  た 21 世紀のスポーツの意味と価値を展望する視点から、創立 100 

  周年の節目に 21世紀におけるスポーツの使命として提言したもの 

  です。 

 

 ▼「スポーツ宣言日本」詳しくはこちらから 

  http://www.japan-sports.or.jp/uploadFiles/20110804142538_1.pdf 

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

●「日本体育協会・日本オリンピック委員会 100 年史」の実費頒布 

   希望者募集について 

 

 日本体育協会と日本オリンピック委員会は、創立 100周年記念事 

  業の一環として、「日本体育協会・日本オリンピック委員会 100 

  年史」を、平成 24 年 3月末に刊行する予定です。 

  本記念誌は、両団体の歴史はもとより我が国のスポーツの歴史をひ 

  もとくことができる貴重な資料としてご活用いただけるものと存 

  じますので、購入をご希望の方は、下段リンクよりお申込みくだ 

  さい。なお、本記念誌については、書店販売はいたしません。 

 

 ▼「実費頒布希望者募集のお知らせ」 

   http://www.japan-sports.or.jp/news/newsDetail.asp?newsNo=702 

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

●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。 

http://www.japan-sports.or.jp/fair/
http://www.japan-sports.or.jp/uploadFiles/20110804142538_1.pdf
http://www.japan-sports.or.jp/news/newsDetail.asp?newsNo=702


  おかげさまで、現在約 3,800 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◆ 
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