２０２０年東京五輪に向け…

‒ 香川県広域スポーツセンター
香川県広域スポーツセンター‒
‒
‒
‒

いま、スポーツ界はこう動いている。
第2期スポーツ基本計画策定に向け準備中！
第2期スポーツ基本計画策定に向け準備中！
「スポーツ基本計画」の期間は、
平成２４年度からの概ね５年間とさ
れており、平成２８年度でちょうど５年
目となりました。今、国は平成２９年
度からの「第２期スポーツ基本計
画」を策定するため、各施策の達成
状況や諸課題を検証・評価してい
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4月発行の「リビングたかまつ」に
県内クラブが掲載されました！
県内クラブが掲載されました！

ます。会議では、
ます。スポーツ審議会では、
・スポーツを国民の文化として根付か
せる
・スポーツ環境整備の基盤となる「人
材」「場」などの切り口から包括的に検
討する
…ことなどが審議されています。
…などの視点から審議されています。

㈱高松リビング新聞社が週１回発行する女性向け情報誌「リビ
ングたかまつ」平成２８年４月号にて、総合型クラブの特集を組
んでいただきました。高松市をはじめ、丸亀市、さぬき市、三木
町、綾川町に約１４万部配布され、女性をはじめ多くの方に総合
型クラブについて知っていただくことができました。

URL：http://www.mext.go.jp/sports/b_menu/shingi/001_index/bunkabukai/index.htm
85/：KWWSZZZPH[WJRMSVSRUWVEBPHQXVKLQJLBLQGH[EXQNDEXNDLLQGH[KWP

PCでも見る事ができます→http://www.takalivi.com/backnumber/
3&でも見る事ができます→KWWSZZZWDNDOLYLFRPEDFNQXPEHU

スポーツ庁
スポーツ庁
スポーツ審議会
スポーツ審議会
スポーツ基本計画部会
スポーツ基本計画部会
12月：中間報告案が審議・決定
月：中間報告案が審議・決定
→パブリックコメント
→パブリックコメント
→平成29年3月：答申案が審議・可決
→平成29年3月：答申案が審議・決定
→平成年月：答申案が審議・可決

委員：9名
委員：名

協議内容・
協議内容・
結果を反映
結果を反映

総合型地域
総合型地域
スポーツクラブの
スポーツクラブの
在り方に
在り方に
関する検討会議
関する検討会議

総合型地域スポーツクラブの在り方に関する検討会議
総合型地域スポーツクラブの在り方に関する検討会議
検討内容
検討内容
①現状分析と今後の方向性
①現状分析と今後の方向性
②「質的な充実」「社会的な
仕組み」としての定着に向け
た具体的方策
た具体的方策
③組織体制の在り方
③組織体制の在り方
④支援の在り方
④支援の在り方

平成２８年９月、全４回の会議が終了。
「構成案のポイント」として取りまとめられま
「在り方に関する提言」として取りまとめら
した。今後の基本的方向性・具体的施策
れました。今後の基本的方向性・具体的
として、
施策として、
・地域におけるスポーツ推進体制の見直し
・総合型クラブの自立的な運営に向けた「質
的な充実」
・総合型クラブへの支援体制の再構築等

…など、６項目が掲げられています。
…などが掲げられています。

URL：http://www.mext.go.jp/sports/b_menu/shingi/007_index/index.htm
85/：KWWSZZZPH[WJRMSVSRUWVEBPHQXVKLQJLBLQGH[LQGH[KWP

２ページ目では、主に「リビングたかまつ」配布地域で
活動する県内クラブが写真付きで紹介されました。
「楽しそうなので、詳しく話を聞きたい。一度見学に行っ
てみたい」と、県広域スポーツセンターにも多数のお問
い合わせをいただきました。

スポーツを楽しむ5大要素
スポーツを楽しむ5大要素
スポーツは、上手じゃなくたって楽しめる！
スポーツは、上手じゃなくたって楽しめる！

①する
①する

スポーツの醍醐味！心地いい汗をかこう！
スポーツの醍醐味！心地いい汗をかこう！

②みる
②みる

スタジアムやテレビで選手・チームを応援！
スタジアムやテレビで選手・チームを応援！

③支える
③支える

チラシづくりや炊き出しなど出来る事がいっぱい！
チラシづくりや炊き出しなど出来る事がいっぱい！

④つくる
④つくる

新しい遊びルールや道具などをつくってみよう！
新しい遊びルールや道具などをつくってみよう！

⑤調べる
⑤調べる

「どこでいつどんな事をやっているのか」調べてみよう！
「どこでいつどんな事をやっているのか」調べてみよう！

出展：「リビングたかまつ」平成28年4月16日 1781号
出展：「リビングたかまつ」平成年月日号

スポーツの秋！！！
スポーツの秋！！！
いろいろな関わり方でスポーツを楽しみましょう！
いろいろな関わり方でスポーツを楽しみましょう！
「総合型地域スポーツクラブ通信」に関するお問い合わせは…
「総合型地域スポーツクラブ通信」に関するお問い合わせは…
香川県広域スポーツセンター
香川県広域スポーツセンター
〒760-8582
〒 香川県高松市天神前6-1
香川県高松市天神前 香川県教育委員会事務局保健体育課内
香川県教育委員会事務局保健体育課内
TEL： （087）832-3762  FAX：
（087）806-0235
7(/：（）
)$;：（）

香川県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会の
香川県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会の
取り組み
取り組み（平成28年2月～9月）
（平成28年2月～9月）

可能性は無限大！
可能性は無限大！

「スポーツ×〇〇」特集
「スポーツ×〇〇」特集
×
×体
体づくり
づく
り

１日でも長く自分の足で歩ける
ように！毎日を楽しく生きるため
には健康が欠かせません。
厚生労働省が平成２５年に出し
た「健康日本２１（第２次）」では、
毎日今より１０分多く体を動かそう、
という「プラス・テン（＋１０）」アク
ティブガイドを発行しています。
階段の上り下りや、近くの公園
まで散歩するのも効果的です！

プラス・テン（＋10）
プラス・テン（＋10）
18歳～64歳：60分/日
歳～歳：分日
65歳以上
：40分/日
歳以上 ：分日
体を動かすと…
体を動かすと…

％
・生活習慣病の発症を3.6％
％
・認知症の発症を8.8％
低下できます！
低下できます！

厚生労働省HP
厚生労働省HP

幼児期のアクティブ・
幼児期のアクティブ・
チャイルド・プログラム
チャイルド・プログラム
様々な遊びを
様々な遊びを

60分/日以上
分日以上楽しもう！
楽しもう！
ボールや新聞紙、
ボールや新聞紙、
レジ袋など家庭に
レジ袋など家庭に
ある物でも遊べる
ある物でも遊べる
プログラム！
プログラム！

片足立ちで靴下を履けない、
１段ずつ足を揃えないと階段を
下りることができない…そんな子
どもが増えています。
何事にも基礎が大切。好きな
スポーツを楽しむためにも、幼児
期にたくさん遊んで体を動かしま
しょう！日本体育協会が出した
「アクティブ・チャイルド・プログラ
ム」には、たくさんの遊びプログラ
ムが載っています。

※スマートフォンでもアプリダウンロードが可能！
※スマートフォンでもアプリダウンロードが可能！

  http://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/acp/
KWWSZZZMDSDQVSRUWVRUMS3RUWDOVDFS

防災
防災

×
×

3月
6日(日)
6日(日)

総合型クラブ交流大会
総合型クラブ交流大会
（ソフトバレーボール交流大会）in徳島2016
（ソフトバレーボール交流大会）in徳島2016

ウォーキングだってスポーツだ♪
ウォーキングだってスポーツだ♪

    https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/exercise/s-01-002.html
KWWSVZZZHKHDOWKQHWPKOZJRMSLQIRUPDWLRQH[HUFLVHVKWPO

日本体育協会HP
日本体育協会HP

さぬき三木スポーツクラブが優勝！
さぬき三木スポーツクラブが優勝！

南海トラフ巨大地震は、３０年
以内に６０～７０％の確率で発生
すると言われており、香川県で
も各市町でハザードマップがつ
くられています。
いざというとき、避難所に逃げ
るだけの体力をつけておくことも
立派な防災。自分や家族の命
を守るためにも、日頃からス
ポーツ・運動を楽しみましょう！

一日一斉おもてなし遍路
一日一斉おもてなし遍路

2016/02/28
2016/02/28

四国遍路道の世界遺産登録に向け機運を高めるため、県内の遍
路道を１２区間に分け、同日同時間に一斉ウォーキングを行いました。
県内１０クラブが協力し、約２００名が遍路道を楽しみました。

遊び
遊
び

××

次回は、平成29年3月11日（土）～12日（日）開催！
次回は、平成29年3月11日（土）～12日（日）開催！
全国から約850名のクラブ関係者が集結！
全国から約850名のクラブ関係者が集結！

5月
21日(土)
21日(土)
～22日(日)
～22日(日)

大好評につき2回目の開催！
大好評につき2回目の開催！

スロージョギング体験会
スロージョギング体験会

平成２６年度から、四国ブロック総合型クラブ連絡協議会主催で実施
している本大会。今回は、８府県３８チームが参加し、県内のさぬき三木
スポーツクラブが「ミックス５０歳以上の部」で優勝、「レディースの部」で
準優勝を収めました！

第10回全国スポーツクラブ会議
第10回全国スポーツクラブ会議
inいしかわ・かなざわ
inいしかわ・かなざわ

2016/03/13
2016/03/13
５月２１日(土)～２２日(日)、いしかわクラブゾーン（石川県クラブ連絡協議
会）が主管となり、記念すべき１０回目の会議が開催されました。
今回のテーマは「アクションのきっかけづくり」。
初のプログラム「ブース巡り」では、かなざわスポーツセンターのサブ・メイ
ンアリーナを貸し切り、６テーマ２３ブース（常設５ブース）が設置され、まさに
テーマパークのようでした。参加者は約２時間、自分の関心のあるブースを
巡り、じっくり話を聞きました。
会議の最後には、「かなざわ・いしかわ宣言２０１６ Club for Everyone
～クラブが拓く豊かな暮らし。担い手となる人づくり～」が発表され、次の１０
年を目指したクラブつくりに取り組む機運を高めました。

１２月に続き、サンポート高松せとシーパレット付近でスロージョギング
体験を開催しました。１１名の参加があり、海沿いの心地よいロケーショ
ンでおしゃべりしながら楽しく走りました。

2020東京五輪に向け、今後も継続します！
2020東京五輪に向け、今後も継続します！

平成28年度総会・研修会
平成28年度総会・研修会
18：30～19：00総会
総会
18：30～19：00
19：00～21：00研修会
研修会
19：00～21：00

総会では、事業・決算報告について
承認を得た後、会長よりNPO法人遍路
とおもてなしのネットワークとの連携事
業の報告がありました。

期日：6月24日(金)
期日：月日 金 
会場：香川大学教育学部
会場：香川大学教育学部
参加者数：28名／12クラブ
参加者数：名／クラブ

次回は、平成29年5月20日（土）～21日（日）熊本県南関町で開催！
次回は、平成29年5月20日（土）～21日（日）熊本県南関町で開催！

祝！2クラブ同時掲載！！
祝！2クラブ同時掲載！！

研修会では、香川大学地域強靭化センターより
講師を３名招き、避難所運営ゲーム(HUG)を実施。
平日夜、高知県沖で大地震が発生したという前提
で、実際の避難所運営をシュミレーションしました。
で、実際の避難所運営をシミュレーションしました。
阪神淡路大震災や東日本大震災、熊本地震に
おける避難所運営の事例や、避難所の法的位置
づけなどを学びつつ、いざというとき地域のスポーツ
クラブに何ができるのかを1人1人が考えるきっかけ
になりました。「自治会の結びつきが弱い地域は、
行政への依存度が高い」という講師の言葉が印象
的でした。

日本体育協会総合型地域スポーツクラブ公式メールマガジン

第128号

日本体育協会総合型地域スポーツクラブ公式メールマガジン

平成28年9月20日発行

特集
地域住民間の交流・親睦を深めるクラブ

総合型地域スポーツクラブ

DISPORT・キラキラ うたづ
＜香川県宇多津町＞
日本体育協会が掲げる総合型クラブの基本理念「スポーツを核とした豊かな地域コミュ
ニティの創造」を実現するためには、地域づくりまでも視野に入れ、スポーツの楽しさや喜
びを拡充・普及させる公益的な活動を行い、地域から信頼される組織となることが重要で
す。そのためには、地域住民のニーズにあった各種事業を実施することによって、当該地域
におけるクラブの存在感を高め、信頼感・親近感を得ることを目指す取組が求められます。
そこで今回は、地域住民間の交流・親睦を深める取組を行っているクラブを紹介し
ます。

日本体育協会が年５～６回発行する公式メールマガ
ジン・平成２８年９月号にて、県内のむれスポーツクラ
ブおよびDISPORT・キラキラうたづが掲載されました。
ひと月に２クラブが同時掲載されるのは初の事です。

第128号

平成28年9月20日発行

特別企画

アクティブ・チャイルド・プログラムを取り入れているクラブ

むれスポーツクラブ
＜香川県高松市牟礼町＞

ここがポイント！
❶ 若者や転勤族が多い地域だからこそ、さまざまなイベントを開催
❷ 季節限定イベントの実施でクラブに興味を持ってもらうきっかけに
❸ 様々な県の事業を活用し、質の高い指導を提供

1 クラブ概要
設立のきっかけ
現クラブ会長とクラブマネジャー夫妻が、県主催の講座でキンボールを体験したことを契
機に、キンボール教室を設立しました。参加者の中から徐々に『キンボール以外の種目も
やってみたい』というニーズが生まれてきた同時期に総合型地域スポーツクラブの存在を知
り、会長とクラブマネジャー夫妻はクラブ運営に関する講習会を積極的に受講。地域住民に
も声をかけ、平成 20 年度より宇多津町に初となる総合型クラブの設立に踏み切りました。

現在までの経緯
DISPORT（ディスポルト）の創造集団として、多様な地域コミュニティ活動もクラブの役
割と考えています。当初、キンボールと体操の2 種目が中心でしたが、今は小中学校、保健セ
ンター、会議室などを拠点に8 種目の定期教室や夏休み特別講座を実施しており、平成 28 年
度はクラブ初となる英会話教室も開始しました。
また、資格取得講座・養成講習会に参加するクラブスタッフについては、受講費用および
初期登録料をクラブが負担するなど、指導者養成にも力を入れています。
1

日体協
日体協 メールマガジン
メールマガジン

1 クラブ概要
ベントを行う予定です。また、ノルディック
ウォーキングやポールウォーキング教室、
フィットネス関 係の教 室、子ども向けに、
ACC 教 室（アクティブ・チャイルド・クラ
ブ）
・フットサル教室を取り入れて、多くの
会員のニーズに応えて「いつでも どこでも
だれでも」参加できるスポーツを行い、
「つ
くろう、みんなで元気なまちを！」というク
ラブのスローガンのように、元気なまちを
作っていきたいと思います。

むれスポレッシュ財団・牟礼町体育指導
委員会・牟礼町教育委員会・町内各種競
技団体が力を合わせ、
「スポーツを通した
元気なまちづくり」をテーマに、平成 18 年
3月19日に、総 合 型 地 域スポ ーツクラブ
「むれスポーツクラブ」を設立しました。
平 成 28 年 度 は、19の 交 流 大 会・10の
教 室・いつでもだ れでも参 加 できる2 教
室・1つのイベントを計画しています。なか
でも本 年 度は、クラブ設 立 10周年 記 念イ
1

