コロナ禍の中で・・・総合型クラブのこれから
新型コロナウイルス発生から２年が経過し、３度目の新年度を迎えまし
た。この間、いろいろな制限がかかり、思うように活動できなかったクラ
ブがほとんどでした。このことは、会員数にも大きく影響し、令和２年度
22,430 人いた会員数が、20,938 人となり、７％の減少となりました。会員
数が減少したクラブは、２７％もあるという結果となりました。
このような状況の中で、周南市の櫛浜スポーツクラブは、７６％の会員
数増加が見られました。この増加の要因は、スポーツ少年団との合併と新
たな種目を行うことができたことによるものです。これまで、地域のサー
クルとして楽しんでこられたゴルフ愛好家たちが会員として加入してこら
れたことが会員数を大きく伸ばすことになったようです。地域の中で、サ
ークル活動しておられる団体に総合型クラブの良さを理解していただける
ような働きかけの積み重ねが会員数を増やすきっかけにもなりそうです。
先日お配りした「令和３年度地域スポーツクラブ推進体制基盤強化事
業」の報告書で紹介しましたが、総合型クラブへのアンケート結果で、「会
員数をもっと増やすための方法」についての回答は、次のようになりまし
た。
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地域の中で、どのようなスポーツが親しまれているのか、どんなスポー
ツや運動をしたいのかなど、ニーズを把握した上で、魅力あるプログラム
やイベントを開催していくことが、会員数の増加につながるはずです。一
度減った会員数を増やしていくことはかなりの努力や工夫が必要となります。生涯スポーツ推
進センターでは、コーディネーターを活用していただき、少しでも総合型クラブのブランディ
ング化ができればと考えています。ブランディングとは、高級化することではなく、地域の皆
さんのニーズに応じた信頼性のあるクラブとして、他のクラブと区別化することを目的にして
います。自分のクラブの強み・弱み、競合の動き、住民のニーズを分析することで、クラブ経
営の成功に向けて進むべき方向がわかるようになるはずです。
山口県が進める「総合型クラブの認定システム」もこのブランディング化の一つです。新年
度を迎え、更新手続きが始まります。この機会に、自クラブの強みや弱みを洗い出し、どのよ
うな方法で改善していくのか、どうしたら会員数を増やし、満足度アップにつながるのか、話
し合ってみることも必要です。このような場の進行役（ファシリテーター）をコーディネータ
ーでおこないますので、お気軽にお声をかけてください。

４月

令和４年度の研修会のお知らせ
令和４年度は、下記のような事業を予定していますので、奮ってご参加いただきますようご案内
申し上げます。なお、スポーツ指導者等派遣事業の助成を受けるクラブは、いずれかにご出席をお
願いします。
（1）総合型地域スポーツ関係研修会等
第１回創設・育成研修会

令和 4 年 6 月 3 日（金）
12:30～16:30

総合型地域スポーツクラブ山口県連絡協議会総 会
クラブマネジメント研修会 兼

令和 4 年 8 月 27 日(土)

アシスタントマネジャー養成講習会

28 日(日)

中国ブロッククラブネットワークアクション 2022

令和 4 年 11 月 12 日(土)

※山口県開催

13 日(日)
令和 4 年 12 月 10 日(土)

スポーツリーダー養成講習会

11 日(日)

第２回創設・育成研修会

令和 5 年 2 月頃

維新百年記念公園
維新みらいふスタジアム
カリエンテ山口

セントコア山口

カリエンテ山口
未

定

（2）地域スポーツ指導者養成に関する研修会
第

9 回 WOMAN 和ークル

未定

未定

第 10 回 WOMAN 和ークル

未定

未定

ACP 普及講習会

ACP ブラッシュアップ研修会

令和 4 年 6 月 25 日（土）
13：00～16：30

場所 下関武道館
講師 佐藤善人 青野 博

令和 4 年 11 月 19 日（土）
10：00～16：00

場所 小郡ふれあいセンター
講師 佐藤善人 青野 博

山口県生涯スポーツ推進センターでは、県民の多様化、
高度化したスポーツ活動のニーズに応じた専門的な資格を
有した指導者についての適切な情報を提供する『山口県ス
ポーツ指導者バンク』を運用しています。競技団体、レクリエ
ーション・スポーツ、アスレティックトレーナー、ACP（アクティ
ブ・チャイルド・プログラム）の指導者が登録されています。
《登録者情報》
◇競技団体(16 団体)
・剣道 ・ソフトテニス ・卓球 ・バドミントン ・体操、トランポリン ・陸上競技 ・カヌー など
◇レクリエーション・スポーツ（２９団体）
・アーチェリー ・ソフトバレーボール ・ウオーキング ・クッブ ・サイクリング ・キャンプ など
◇アスレティックトレーナー ７名
◇ACP（アクティブ・チャイルド・プログラム） 8 名

詳細は HP をご覧ください。クリックすると表示されます。

山口県スポーツ指導者バンク

を活用してみませんか？
「種目別指導者を呼んで教室を開催したい！新しい
教室を開催してみたい！著名な講師を呼んでイベント
や講演会を開催したい！スポーツや文化に関する研修
会をしたい！」などの思いを叶えるため、(公財)山口県
体育協会では助成金を交付しています。
昨年度は、延べ 23 クラブがこの事業を活用し、「新
規会員の獲得につながった。レベルにあった指導をす
ることができ、充実した教室を開催できた。トップアスリ
ートを招聘でき、スポーツの場面のみならず、日常生活における態度や姿勢についても学ぶことがで
きた。」などの効果があったようです。今年度も、５月からの事業を対象に募集を開始していますので、
ぜひご活用ください。
昨年度の活用実績

延べ 23 クラブ

・定期教室
（子ども向け運動教室、水泳、ヨガ、ダンス、
エスキーテニス、けん玉、健康体操など）
・講座（薬草）
・トップアスリートによる教室
（野球、バレーボール、バドミントン、
ハンドボール教室）

①事業対象期間は、令和４年５月１日（日）から令和５年２月２８日（火）
（３月の事業、また、事業実施後の申請は対象外）
②助成額は１クラブ１２万円上限
③対象となる経費は、指導者の派遣に要する「謝金」 「旅費」 「傷害保険料」、
事業の実施に係る「印刷製本費」 「借損費」 ｢振込手数料｣
④研修会への参加及び地域連絡協議会・地域スポーツフェスタへの参画
⑤振込先は申請団体名義の口座
⑥振込先口座名義人が申請団体の代表者と異なる場合は委任状の提出
⑦チラシには啓発バナーを掲示
⑧謝金、旅費を併せて支払う際には必ず源泉徴収が必要
⑨指導者の派遣に要する「謝金」「旅費」の支払いは振込
⑩報告書の証拠書類は、納品書・請求書・領収書の提出が必要
（請求書、納品書がない場合は報告書類に理由を記載）
⑪報告書の提出は、事業が終了した日から３０日以内、２月１５日以降の事業については、
３月１５日までに提出
＊その他、詳細は要綱をご確認ください
申請にかかわることなどわからないことがあれば、お気軽に山口県生涯スポーツ推進センター
（（公財) 山口県体育協会内）へお問い合わせください。

総合型地域スポーツクラブ 訪問日記
クラブ名

イベント名

訪問日

訪問者

総合型スポーツクラブ防府

クラブ員交流親睦会

３月２０日（日）

岡村 睦美

今回は、総合型スポーツクラブ防府の交流親睦会に伺いました。このイ
ベントは、「クラブ員の交流、未経験のスポーツを親子で体験し楽しさを発
見すること、山口銀行防府支店との交流・親睦を図ること」を目的として開
催されました。子どもから大人まで 100 名近い参加があり、石川クラブマ
ネジャーが思っていた以上の参加があったようでした。
初めに ACP を取り入れながら準備運
動を行い、前半はドッジボールとバスケットボール、後半はバレーボー
ル、バドミントン、卓球が行われました。子ども同士や親子でチームを組
んでの対戦や知らない人とチームを組んでの対戦など、多くの場面で交
流を図ることができていました。どの種目もとても盛り上がり、多くの笑顔
が見られ、大人も子どもも楽しんでいる姿がとても印象的でした。
現在、総合型スポーツクラブ防府では、山口銀行防府支店との連携が進んでい
ます。日頃のクラブ活動に、行員さんが参加し、子どもたちと一緒に身体を動かした
り、指導のサブ的な形でサポートされたりしています。銀行として地域貢献という思い
がある中で、総合型スポーツクラブ防府の理念や活動にご理解をいただき、よい関
係性が築かれてきています。新年度に入ってからは YMGUTS によるハンドボール教
室の計画も進んでおり、これからさらに活動が充実してくることでしょう。

今年度もよろしくお願いします。
おかげをもちまして、コーディネーター（スポーツコンシェルジュ・クラブアドバイザー）として、たくさんの
経験を積むことができました。
スポーツコンシェルジュ 和田康夫

クラブアドバイザー 岡村睦美

この仕事に携わって長い時間が過ぎました。

引き続きクラブアドバイザーとしてお世話にな

まずは、たくさんの人にお会いできたというのが

ります。長引くコロナ禍で、クラブ活動において

実感です。

も大変なご苦労をされていることと思います。そ

昨年度は、国庫補助事業「地域スポーツクラ

のような状況の中、工夫しながら会員さんや地

ブ基盤整備事業」を受け、おかげをもちまして、

域のために前向きに活動されている皆さまから

報告書としてまとめることができました。クラブの

いつもパワーをいただいています。今年度は対

アンケート分析などを通して、これからのクラブ

面で皆さまにお会いできる機会が増えることを

がコロナに打ち勝ち、地域の中でしっかりと活動

願っております。

できるような支援がもっとできたらと思いました。
微力ではありますが、精いっぱいがんばります。
よろしくお願いいたします。

今年度もどうぞよろしくお願いいたします。何
かございましたら、些細なことでもかまいません
ので、お気軽にご連絡ください！

【生涯スポーツ推進センター問い合わせ先】
央部生涯スポーツ推進センター（山口県体育協会）
TEL 083‐933‐4697
FAX 083-933-4699

クラブアドバイザーは、スポーツ振興くじ
（toto）助成を受けて活動しています。

