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ー チームから地域スポーツクラブへ ー
スポーツには、＜個人的機能＞と＜社会的機能＞がある。
というよりも、スポーツは、＜個人的機能＞と＜社会的機能＞を果たすことができる、

と言った方がよいかもしれない。

とは、個人に対してもたらす機能で、「効果的機能」（＝手段的機能）
と「自己目的的機能」とがある。

「効果的機能」とは、たとえばスポーツによって、健康や体力が養われる、根性がつく、礼
儀正しくなる、ストレスの解消になる、友達が増える、といったことで、これらのためにス
ポーツをする場合は「手段的機能」になる。

「自己目的的機能」とは、たとえば、スポーツそのものの「楽しさ・歓び・面白さ」を味わ
いたい、スポーツで勝ちたい、優勝したい、やるところまでやって自己実現したい、といっ
たことで、スポーツをすること自体を目的とするものである。

とは、人々のつながり（「社会的機能１」）と地域社会への貢献
（「社会的機能２」）とがある。

「社会的機能１」とは、人々のつながりで、たとえば、
①自分たちのチーム以外のメンバーとのつながりができる。
②スポーツ以外の人々とのつながりができる。

「社会的機能２」とは、地域社会への貢献で、
１，奉仕活動

２，地域スポーツが抱えている問題の解決
①チームが抱えている問題の解決

・メンバー不足でつぶれそう
・後継指導者がいない
・施設があまり使えない、等々

②地域スポーツの振興
・特定の団体による施設使用の独占から施設の有効利用へ
・地域住民が求めている様々な運動欲求への対応
・学校運動部への支援、等々

③地域における新しいスポーツシステムの構築
・輪切り的指導から一貫指導体制の確立
・地域スポーツクラブと学校運動部との連携
・学校運動部引退後の活動の部門の保障、等々

３，地域社会が抱えている問題の解決
①地域づくり

・地域の人々のつながりと地域教育力の向上
・青少年の健全育成
・若者のUターン
・村おこし、町おこし
・地域や町の活性化
・経済的効果による商店街の活性化、等々

②高齢者の生き甲斐づくりとピンピンコロリ
③高騰する医療費の削減（個人・行政）

個人的機能

社会的機能



これまでスポーツは、これらの効果的機能や自己目的的機能を果たしてきただろうか。

スポーツ少年団、ママさんバレーボールチーム、草野球チーム、商業スポーツクラブ、クラ
ブチーム、学校運動部等々においては、所属するメンバーのどの人もが、これらの効果的機能
や自己目的的機能を享受してきたであろうか。

地域のスポーツチームは、すべてのチームメンバーが、これらの個人的機能を享受できるよ
うに、活動がなされなければならない。

しかし、チームは試合に出るメンバーの単位で、監督、コーチ、キャップテン、マネー
ジャー、レギュラー、補欠から構成されていて、基本的に私的・私益的・閉鎖的性格である。

そのため、チームは個人的機能は果たせても、試合が終わったら「ありがとうございまし
た」という挨拶で終わってしまっていたり、同じ地域に住み同じ施設を使っている人々同士で
も、種目が同じであればライバルどうしであり、種目が違えば応援に行くこともまったくなく、
「社会的機能１」も「社会的機能２」も果たしてこなかったし、チーム的存在であったならば、
特に「社会的機能２」を果たすことは無理である。

ところが地域スポーツクラブは、スポーツを中心に様々な社会的交わり（社交）を楽し
んでいく集団で、基本的に公的・公益的・開放的性格を有していて、公的・公益的活動もして
いく。

すなわち、地域スポーツクラブの組織は、会長、副会長、理事長、理事、事務局長、事務局
員等の役員がいて、財務部会、広報部会、指導者部会、イベント部会、医療部会等々に分かれ
て、公的・公益的活動もしていく。

したがって、地域スポーツクラブは当然、個人的機能も果たすけれども、それにプラスして

「社会的機能２」の２の「地域スポーツが抱えている問題の解決」をしていくことがで
きる。

また、クラブハウスに集う人達のエネルギーが「社会的機能２」の３の「地域社会が抱え
ている問題の解決」にまで点火していくことが可能になるのである。

チームが地域スポーツクラブになっていったり、総合型地域スポーツクラブの一部門になる

ことによって、チームでは不可能であった地域社会への社会的機能を果たしていくことが
できるようになる。

それによって、スポーツに無関心であったり、無縁であったり、アンチスポーツ派であった

人々からも肯定的に評価されるようになり、スポーツの社会的評価が高まるだけでなく、

こういう人達からもサポートしてもらえるようになっていく。

これまで地域社会におけるスポーツの振興が図られ、多くの一般の人達がスポーツに親しむ

ようになった。これは、これまでの５０年間の取組の成果であるが、これからの５０年は、

同じスポーツの振興の仕方から脱皮し進化していく必要がある。

そこで叫ばれているのが「総合型地域スポーツクラブ」づくりであり、そのミッション

は、①スポーツの普及振興に向けての、これまでのスポーツシステムの再構築と、②ス

ポーツが社会的・公共的・公益的機能を果たすようにしていくこと、なのである。
（財）岡山県体育協会 普及委員会委員 大橋 美勝

（（財）日本体育協会 総合型地域スポーツクラブ育成委員会委員長）



岡山市総合スポーツクラブ

○設立年月日 平成８年４月１５日
○会 員 数 ２６７人
○会 費〔年〕

大人1,000円(登録費)+1,500円(保険)
子供 500円(登録費)+ 500円(保険)
※月会費は各種目によって異なる
※各スクール・教室毎の参加費は徴

収
しない

○主な活動場所
・岡山市総合文化体育館
・六番川水の公園体育館
・岡山市立浦安小学校 他

○活動（５）
・バスケットボール ・バドミントン
・バレーボール ・フットサル
・卓球

○複数種目参加する場合登録費優遇あり

子どものみの教室と大人のみの教室があり、
毎回大勢の方が参加され、みなさん賑やかに
スポーツを楽しんでおられます。
また、参加者同士の交流も盛んで、メンバー

同士でチームをつくり、大会等に参加している
方もいます。

クラブの特徴

会員さんの声

週一回の活動とは
いえ、必ずその時間
に約３時間の運動が
できることは大切であ
り、また、同じスポーツ
をする仲間ができたこ
とが最大の喜びです。

スタッフより

初めての方でも参
加しやすいクラブに
なるよう、運営してい
きたいと思っていま
す。

会 員 特 典

ク ラ ブ 概 要

活 動 種 目

事務局連絡先
〒７００－８５４４

岡山市北区大供１－１－１
岡山市市民局スポーツ振興課内

TEL：０８６－８０３－１６１４
FAX：０８６－２３４－４１４１

岡山市
人口702,971人

世帯数286,893世帯
小学校 ９３校
中学校 ３８校



西大寺南コミュニティスポーツクラブ

○設立年月日 平成８年９月２６日
○会 員 数 １５５人
○会 費 無
○主な活動場所

・岡山市立西大寺南小学校

○活動（７）
・卓球 ・バドミントン ・フットサル
・ママさんバレー ・ソフトバレー
・ママさんフットサル ・和太鼓同好会

○イベント
・夏祭り（グランドでミニキャンプ（小・中学生））
・冬祭り（体育館で餅つき、お飾り作り）

誰もが、いつでも、気軽にスポーツを楽しみ、地
域住民がスポーツを通じて健康づくり、仲間づく
り、そして青少年の健全育成を目指して活気ある
クラブを目指しています。

クラブの特徴

会員さんの声

月４回の練習が、楽
しくてたまりません！ス
トレス解消！！

（和太鼓同好会）

スタッフより一言

いい汗をかきま
しょう。気軽に参加し
てください。お待ちし
ています。

ク ラ ブ 概 要

活 動 種 目

事務局連絡先
〒７０４－８１９３

岡山市金岡西町６００－１
TEL：０８６－９４３－６８５１
FAX：０８６－９４３－６８５１

岡山市
人口702,971人

世帯数286,893世帯
小学校 ９３校
中学校 ３８校



石井中学校区スポーツクラブ

○設立年月日 平成８年１１月１８日
○会 員 数 ２５６人
○会 費〔年〕 10,000円
○主な活動場所

・岡山市立石井中学校

○活動（５）
・フットサル ・バレーボール ・空手道
・バドミントン ・バスケットボール

高齢化社会の中、地域住民の健康づくりと、老
若男女を問わずだれでも参加でき、生涯スポーと
して、スポーツを通して健全な心と体を養うと共に、
いつまでもスポーツを愛し、親しんでもらえるクラ
ブです。

クラブの特徴

会員さんの声

いつもクラブに行く
のが楽しいです。
ちがう小学校の人と

会えるのが楽しいです。
老若男女を問わず、

お互いに話が出来る
のが楽しみです。

スタッフより一言

いつまでも、ス
ポーツを愛し、親し
んでもらいたいと思
います。

Jr陸上教室の様子

ク ラ ブ 概 要

活 動 種 目

事務局連絡先
〒７００－００４３

岡山市北区三門中町１－３８
TEL：０８６－２５９－００５９

岡山市
人口702,971人

世帯数286,893世帯
小学校 ９３校
中学校 ３８校



吉備スポーツクラブ

○設立年月日 平成９年４月１日
○会 員 数 ３９６人
○会 費 各教室毎に徴収
○主な活動場所

・岡山市立吉備小学校

○大人の活動（３）
・バレーボール ・卓球 ・バドミントン

○子供の活動（７）
・剣道 ・柔道 ・ドッジボール
・ミニバスケットボール
・フットボール ・ソフトボール
・児童文庫（プーさん図書館）

体育協会各部、婦人会、PTA、子ども会等が、
吉備スポーツクラブの運営委員の中心として機
能しています。学校施設開放の一環としての体
育館使用のため、新しい種目の参加が難しく、新
しい会員の募集については、既存種目のみとな
ります。

クラブの特徴

会員さんの声

異年齢の会員間の楽
しい語らいが充実感を
与えてくれます。
力一杯楽しめて、大好

きなスポーツが出来てう
れしい。
大会を目指して頑張っ

ています。

ク ラ ブ 概 要

活 動 種 目

事務局連絡先
〒７０１－０１５３

岡山市北区庭瀬２５６
岡山市立吉備小学校内

TEL：０８６－２９３－０００２
FAX：０８６－２９３－００８０

スタッフより一言
スポーツをするにあたり必

要なコストはその種目毎に
変わりますが、会費等は極
力安く、活動しやすい事を目
指しています。

岡山市
人口702,971人

世帯数286,893世帯
小学校 ９３校
中学校 ３８校



藤田総合スポーツクラブ

○設立年月日 平成９年６月１５日
○会 員 数 １９５人
○会 費〔年〕

大人 500円+1,600円(保険)
小人 500円+ 600円(保険)   

○主な活動場所
・藤田地区内小・中学校
・スポーツ広場
・笹ヶ瀬川河川敷の一部

○活動（７）
・バドミントン ・バレーボール ・卓球
・ターゲットバードゴルフ
・グラウンド・ゴルフ ・柔道 ・空手道

当クラブに登録した方には 会員証を発行し、
いずれの活動にも自由に参加することが出来ま
す。
特にどの会場、種目にも特定指導者を置かな

いため、会員相互において技術の向上をはかっ
ています。

クラブの特徴

スタッフより一言

会場利用の管理は
利用者の代表者で頑
張っています。

ク ラ ブ 概 要

活 動 種 目

事務局連絡先
〒７０１－０２２１

岡山市南区藤田５０７
藤田公民館気付

TEL：０８６－２９６－２１８５

○会員はすべての場所、種目に
自由に参加することが出来ます

会員さんの声

子どもから大人まで
自由参加のため、家
族ぐるみの参加、中・
高生の部活の補助に
も活用でき気軽に利
用できる。

岡山市
人口702,971人

世帯数286,893世帯
小学校 ９３校
中学校 ３８校

会 員 特 典



Jr陸上教室の様子

上南総合スポーツクラブ

○設立年月日 平成１０年９月３日
○会 員 数 １２１人
○会 費〔年〕

高校生以上 600円+50円/月+1,600円(保険)
中学生以下 300円+25円/月+   500円(保険)

○主な活動場所
○クラブハウス

○活動（７）
・バスケットボール、バドミントン
・フットサル（子ども）、フットサル（一般）
・剣道、空手道、卓球

上南総合スポーツクラブでは,主に学校体育施設
を拠点に活動しています。また、クラブでは,地区
体協と協力してバドミントン大会を開催したり学校
の先生がフットサルの指導を行ったり学校と地域の
連携、子供から高齢者までの交流の場作りを行っ
ています。

クラブの特徴

ク ラ ブ 概 要

活 動 種 目

事務局連絡先
〒７０４－８１９６

岡山市東区金田１４５７－２
TEL：０８６－９４８－３５２１

岡山市
人口702,971人

世帯数286,893世帯
小学校 ９３校
中学校 ３８校



富山スポーツクラブ

○設立年月日 平成１１年４月１０日
○会 員 数 ２８３人
○会 費〔年）

小・中学生 500円+200円(事務費)
高校生以上 1,500円+200円(事務費)
※活動費は種目毎徴収
※傷害保険料別途徴収

○主な活動場所
・岡山市立富山小・中学校
・百間川高水敷

地域諸団体（体協、ｽﾎﾟ少、小、中他連合町内
会など）との連携や協力を密に取り合いながら、
学区民全体のスポーツ環境を通してのコミュニ
ティー作りを目指している。会員数は設立当初よ
り３００人～４００人を維持しております。

クラブの特徴

スタッフより一言
経費増となる無理な

拡大路線はとらず、広
報、口こみなどで地域
にＰＲし、門戸を広げて、
ニーズに応え、常に地
区全体のスポーツ他生
活を考えていきたい。

ク ラ ブ 概 要

事務局連絡先
〒７０３－８２６１

岡山市中区海吉５１－３
TEL：０８６－２７６－３５０３
FAX：０８６－２７６－３５０３

○活動（１０）
・サッカー ・ソフトボール ・ペタンク
・バドミントン ・卓球 ・バレーボール
・空手道 ・ソフトテニス ・軟式テニス
・ターゲットバードゴルフ

活 動 種 目

会員さんの声

自分の望む種目に、
自由に、気楽に楽しん
でいます。

岡山市
人口702,971人

世帯数286,893世帯
小学校 ９３校
中学校 ３８校



城東台スポーツクラブ

○設立年月日 平成１２年４月１日
○会 員 数 ３００人
○会 費 無
○主な活動場所

・岡山市立城東台小学校

○活動（１２）
・ミニバスケットボール(小学生)
・バスケットボール（中学生）
・ジュニアスポーツ（バスケット・バレー・卓球
バドミントン・キッズバレーボール（小学生））
・バレーボール（成人） ・バドミントン
・インディアカ・フットサル ・卓球 ・サッカー
・ソフトボール ・グラウンド・ゴルフ ・剣道

○岡山市立城東台小学校の施設を優
先して利用できる。

体育協会が母体となって立ち上がったクラブで
す。それぞれの専門部が中心となって各種スポ
ーツ大会やスポーツ教室を行っています。

クラブの特徴

会員さんの声

サッカーの岡山市
の大会で初めて表彰
状をもらってとてもう
れしかったです。

（小４男子）

スタッフより一言

小学生が多いで
すが、中学生や高
校生になってもク
ラブに顔を出してく
れることがうれしい
です。

会 員 特 典

ク ラ ブ 概 要

活 動 種 目

事務局連絡先
〒７０９－０６２３

岡山市東区城東台南２－５－４
TEL：０８６－２７９－３３２７
FAX：０８６－２７９－３３２７

岡山市
人口702,971人

世帯数286,893世帯
小学校 ９３校
中学校 ３８校



東山総合スポーツクラブ

○設立年月日 平成１３年９月１日
○会 員 数 ５４人
○会 費〔年〕 500円

※保険は単位クラブで設けている
○主な活動場所

○活動（４）
・バウンドテニス ・ソフトバレーボール
・ミニバスケットボール ・バドミントン

東山中学校区内で活躍し健康と地域のコミュニ
ケーションづくりを目的としたスポーツクラブです。

クラブの特徴

スタッフより一言

参加者を募集してい
ます。お気軽に活動
を見に来てください。

ク ラ ブ 概 要

活 動 種 目

事務局連絡先
〒７０３－８２８６

岡山市中区旭東町１－４－３０
TEL：０８６－２７２－４５８７
FAX：０８６－２２３－４４２６

岡山市
人口702,971人

世帯数286,893世帯
小学校 ９３校
中学校 ３８校



みつスポーツクラブ

○設立年月日 平成16年5月25日
○会 員 数 94人
○会 費〔年〕
（陸上・卓球）
中学生以下 1,500円+   600円(保

険)
高校生以上 1,500円+1600円(保険)
(スポーツチャンバラ) 500円

○主な活動場所
・岡山市立御津中学校
・御津公民館

○活動（３）
・陸上競技 ・卓球
・スポーツチャンバラ

『地域の子ども達は地域で育てよう』を合言葉に、
設立されたみつスポーツクラブは、子どもだけでな
く高齢者まで楽しんで活動できるクラブです。
いつでも、だれでも、気軽に参加できる運営形態

が特徴で、特に競技に特化したトレーニングは行
わず、健康作りを中心とした活動を行っています。
子どもから高齢者まで、楽しんで活動できるプロ

グラムとなっています。

クラブの特徴

会員さんの声
違う学校の子ども達

とも友達になれ、普段
の学校生活では味わ
えないような、和気あ
いあいとした雰囲気で
楽しく活動できていま
す。

スタッフより一言

参加者みんなが、楽
しく健康でいきいきと
したクラブを作ってい
けるよう、多くの方々
との関わりの中で、学
んできた事を子ども達
や地域のために還元
していきたいと思いま
す。

ク ラ ブ 概 要

活 動 種 目

事務局連絡先
〒７０９－２１２１

岡山市北区御津宇垣１２１２
TEL：０８６７－２４－１７２１
FAX：０８６７－２４－１７３１
H  P：＜現在作成中＞

岡山市
人口702,971人

世帯数286,893世帯
小学校 ９３校
中学校 ３８校



ＮＰＯ法人桃太郎夢クラブ

○設立年月日 平成1８年2月１4日
○会 員 数 160人
○会 費〔月〕
（大 人） フルクラス 5,000円

ハーフクラス 2,000円
車椅子陸上クラス 1,000円

（子ども） キッズクラス 2,000円
ジュニアクラス 3,000円
ｼﾞｭﾆｱｱｽﾘｰﾄｸﾗｽ 5,000円
車椅子陸上クラス 1,000円

（保険料） 中学生以下 2,000円
高校生以上 3,000円

○主な活動場所
・桃太郎スタジアム・サブグラウンド
・桃太郎アリーナ
・岡山武道館・岡山大学

○教室活動(５)
・子ども向けレクリエーション
（園児・小学校低学年対象）

・ジュニア陸上 ・ジュニア車いす陸上
・ランニング ・車いす陸上

○イベント活動
・マラソン大会へのバスツアー

天満屋女子陸上競技部、岡山陸上競技協会、
岡山県車いす陸上競技連盟、岡山大学、岡山商
科大学陸上競技部などの協働事業として設立し、
岡山県の健康スポーツ・競技スポーツの振興を
目指しています。
天満屋女子陸上競技部スタッフが指導を行い、

岡山大学のドクターとコーチングスタッフが教室
の運営に協力をしています。

クラブの特徴

会員さんの声
最初は走れるかどうか不安で

したが、練習は楽しく嫌になるこ
ともありませんでした。今は子ど
もから大人まで、走るのが好き
な人たちと一緒に走れる事が楽
楽しいそうです。

(中学１年生保護者)

スタッフより一言
園児～大人まで幅

広い年齢層、また障
害者の方にも多くの
人と一緒に走る楽し
さを体験していただ
いています。あなた
も走る楽しさを体験
してみませんか？

ク ラ ブ 概 要

活 動 種 目

事務局連絡先
〒７００－００１２

岡山市北区いずみ町２－１－１１
岡山陸上協会事務所内

TEL：０９０－５２６６－７１９２
FAX：０８６－２５５－３３３０
Ｈ Ｐ：http://www.momoyume-runners.com/

岡山市
人口702,971人

世帯数286,893世帯
小学校 ９３校
中学校 ３８校



瀬戸スポーツクラブ

○設立年月日 平成20年２月１０日
○会 員 数 ２５６人
○会 費〔年〕
個人会員（一般） 2,000円+1,600円(保険)
（中学生以下） 2,000円+ 600円(保険)

家族会員 1,600円+(保険)
※参加費は各教室毎徴収

○主な活動場所
・瀬戸町総合運動公園
・瀬戸町江尻レストパーク

○教室活動（５）
・テニス ・サッカー ・ホッケー
・体操 ・モダンダンス

○イベント活動
・スポーツフェスティバル
・ソフトバレーボール大会 等

○イベント参加時、参加費優遇あり
○活動施設の優先利用

体育館、多目的グラウンド、テニスコート、人工
芝グラウンド等の施設を利用し活動しています。
地域の指導者による教室を開催しています。
現在は、子ども達中心の活動を行っていますが、

運営や指導などに地域の多世代の方が関わって
くださっています。

クラブの特徴

会員さんの声

毎回、毎週定期的に開
催される教室を子どもが楽
しみにしています。
他の教室も体験できると

いうことなので、子どもの
様子を見つつ、体験させて、
いろいろなスポーツに親し
みがもてるようにさせてや
りたいと思います。

（教室の保護者）

スタッフより一言
“いつでも・どこでも・誰
でも・いつまでも”を相
言葉に地域のニーズを
読みとりながら、地域
に密着したクラブ運営
をしていきたいと思って
います。

会 員 特 典

ク ラ ブ 概 要

活 動 種 目

事務局連絡先
〒７０９－０８４１

岡山市東区瀬戸町万富３６０－４ （岸本方）

TEL：０８０－１６３７－５２３７

岡山市
人口702,971人

世帯数286,893世帯
小学校 ９３校
中学校 ３８校



玉野市総合スポーツクラブ

○設立年月日 平成１１年１０月１日
○会 員 数 ３０１人
○会 費

※各教室毎に参加費を徴収
○主な活動場所

・玉野市総合体育館
・玉野市民総合運動公園

○教室活動（７）
・ジュニアバレーボール ・弓道
・ソフトテニス(ジュニア、ナイター）
・テニス（ナイター、昼） ・レクダンス
・太極拳 ・３B体操

○２教室以上受講する場合は、
２教室目 から受講料が半額

スポーツ関係機関等と連携を図りながら、気軽
に参加できるスポーツ教室を展開している。

クラブの特徴

会員さんの声

新しい友だちもでき、
毎回楽しく参加してい
ます。
（ジュニアソフトテニス
教室 小学３年生）

スタッフより一言

１人でも多くの方に参
加していただけるよう、
スポーツ活動種目の充
実を図っていきたいと
思っています。

会 員 特 典

ク ラ ブ 概 要

活 動 種 目

事務局連絡先
〒７０６－００１２

玉野市玉２－３－１
玉野市総合体育館内

TEL：０８６３－３２－３７０９
FAX：０８６３－３２－３７４５

玉野市
人口65,197人

世帯数27,513世帯
小学校 １７校
中学校 ７校



みやまスポーツクラブ

○設立年月日 平成20年1月16日
○会 員 数 １９８人
○会 費〔年〕 2,000円

入会金 1,000円
※受講料は各教室毎徴収
※フリーパス会員制度あり

○主な活動場所
・玉野スポーツセンター

○教室活動（８）
・Jrテニス ・Jr陸上 ・水泳 ・スポレク ・卓球
・バドミントン ・フットサル ・ゴルフ

○サークル活動（３）
・柔道 ・空手 ・バトントワリング

○イベント活動
・健康講演 ・体力測定
・親子ボウリングスクール
・サマーキャンプ ・みやまフェスティバル
・雪あそびツアー

○イベント参加時、参加料優遇あり
○フリーパス会員が教室参加時１０％ＯＦＦ
○兄弟姉妹入会の場合、受講料割引あり

宿泊施設、総合的なスポーツが可能な設備を
備えた施設を利用させていただき、運営を行って
います。 教室開催にあたっては人材も豊富で専
門分野で活躍中の講師をお迎えしています。
また近隣には県内でも有数の緑いっぱいの自

然公園があり様々な活動の場への広がりへの
可能性を秘めたクラブです。何よりも地域と密着
し地域住民の健康づくり、地域社会の活性化、
青少年の健全育成に寄与することを目指して活
動を行っています。
「いつでも・どこでも・いつまでもスポーツに親し

んでもらえるクラブを」が合い言葉です。

クラブの特徴

会員さんの声
小学生が普段手軽にで
きないような種目が体
験でき、年間通じてボウ
リングやキャンプ・もち
つき・雪あそびなど様々
な活動もでき子どもも大
変喜んでいます。子ども
がクラブに行くのを楽し
みにしています。

（教室の保護者）

スタッフより一言

「いつでも・どこでも・
いつまでもスポーツ
を」を合い言葉に親
しみのある楽しいク
ラブ運営をしていき
たいと思ってます。

会 員 特 典

ク ラ ブ 概 要

活 動 種 目

事務局連絡先
〒７０６－０００１

玉野市田井２丁目４４６４－１０
TEL：０８６３－３１－０８８８
FAX：０８６３－３１－０８８９
ＨＰ： 現在準備中

玉野市
人口65,197人

世帯数27,513世帯
小学校 15校
中学校 7校



びぜん優くらぶ

○活動（５）
・バレーボール ・サッカー
・フットサル ・ボウリング
・テニス

○コウシンボウル会員割引あり

活動スタッフは全員ボランティアで、会費と補助
金を利用させてもらって勉強会、教室を開催して
います。新しく硬式野球、レスリング、カワイ体操
教室等も来年から取り組んでいく予定です。校庭
を芝生化に出来るようクラブリンクジャパンとの連
携もとっています。

クラブの特徴

スタッフより一言

子どもからお年寄りまで
が、いつでもスポーツが出
来る環境づくりを目指して
います。

会 員 特 典

活 動 種 目

事務局連絡先
〒７０５－０００１

備前市伊部９０－５
TEL：０８６９－６４－３１２１
FAX：０８６９－６４－３１２２

備前市
人口38,549人

世帯数15,786世帯
小学校 １４校
中学校 ５校

○設立年月日 平成20年３月８日
○会 員 数 １６２人
○会 費 100円/月

※入会金 1,000円(大人)
500円(小人)

※受講料は各教室毎徴収
○主な活動場所

ク ラ ブ 概 要



ひなせオレンジクラブ

○教室活動（３）
・陸上 ・アーチェリー ・テニス

○不定期教室活動（２）
・スキー教室 ・カヌー教室

○オレンジクラブ杯
・バドミントン大会 ・テニス大会
・親子触れ合いグラウンド・ゴルフ大会
・新体力測定への協力

○陸上・アーチェリー・テニス教室は全て無
料（一人幾つでも良い）

○その他教室・イベント時参加料優遇有り
○協賛会員のお店にて特典有り

平成２０年に立ち上げたばかりのクラブのため、
十分な活動が出来ているとは言い難いですが、指
導熱心なスタッフが一生懸命世話をしてくれます。
今後は活動種目の充実を図り、より多くの人に会

員になって頂くよう勤めていくつもりです。

クラブの特徴

会員さんの声

もっと色々な種目を
望んでいるのと、出来
れば会費を安くしてほ
しい等の要望もあり、
会員を増やすことが
早急な目標です。

スタッフより一言

いつでも・だれでも・
いつまでもをスローガ
ンにスタッフ全員で頑
張って行きたいと思っ
ています。

会 員 特 典

活 動 種 目

事務局連絡先
〒７０１－３２０４

備前市日生町日生１１８５（橋本宅）
TEL：０８６９－７２－０４４９
FAX：０８６９－７２－０４４９
HP： http://www42.tok2.com/home/hinaseorange/

備前市
人口38,549人

世帯数15,786世帯
小学校 １４校
中学校 ５校

○設立年月日 平成20年３月１５日
○会 員 数 ８７人
○会 費〔年〕 6,000円

※その他、家族会員・夫婦会員
・サポーター会員等の設定あり

○主な活動場所
・備前市日生運動公園

ク ラ ブ 概 要



ゆめりくクラブ

○設立年月日 平成１５年３月１日
○会 員 数 ２００人
○会 費〔年〕 小学生 4,000円

中・高校生 1,000円
○主な活動場所

・瀬戸内市立邑久中学校運動場

○活動
・陸上競技
（走、跳、投を含む種目）

①スポーツの振興、競技のレベルアップ、会員
相互の親睦を図りながら、楽しく運動に親しむ。

②幅広い年代層の会員とのふれあいを深め、一
人一人の楽しい人生づくりの手助けとする。

③定例活動中（原則として、毎月の第１土曜日の
午前中９：００～１２：００）には、中学生や高校
生が、小学生たちの指導に当たり、楽しく活動
を展開している。

④年１回季候の良い時に、野外でのレクリエー
ションを楽しんでいる。

クラブの特徴

会員さんの声
陸上競技だけでなく、いろいろ

な活動を通じて、技術や体力づ
くりをする楽しさを経験させても
らっています。
中学生や高校生も指導に参加

してくれることで、陸上へのあこ
がれや意欲が高まっています。
毎回、どんな練習をさせてもら

い、子どもがどんなことに興味を
もっていくのか楽しみです。

スタッフより一言
定例活動日は、邑久高校や邑久中学

校のお兄さん、お姉さん方に教えてもら
いながら、楽しく活動に参加してください
ね。また、礼儀やマナーなども身につけ
ていってほしいと願っています。
将来、ゆめりくクラブからオリンピック

選手が出るといいなぁ～!!その日を楽し
みにしています。
ゆめりくクラブを卒業しても、いつか、

指導者として帰ってきてくれたらとてもう
れしいです。

ク ラ ブ 概 要

活 動 種 目

事務局連絡先
〒７０９－０７０５

赤磐市松木７１０ （小引宅）

TEL：０９０－８９９９－６０１９
FAX：０８６－９９５－２１０３

○週末に実施される、強化指定選手及
び木曜日の夕方実施される、選手育
成コースの会員は無料で練習に参

加
できる（４年生以上）

○西大寺の神崎山陸上競技場で実施
される陸上教室には無料で参加でき
る（但し、やる気のある４年生以上に
限る）

会 員 特 典

瀬戸内市
人口38,433人

世帯数14,048世帯
小学校 10校
中学校 3校



ＮＰＯ法人スポーツライフ’９１天城

○設立年月日 平成1８年１１月１日
○会 員 数 76人
○会 費〔年〕

正会員・一般会員 3,000円
家族会員 5,000円

（３名以上は+2,000円/名）
特別会員 3,000円
準会員（小・中学生） 0円
賛助会員 1,000円

○主な活動場所
・倉敷市立天城小学校
・倉敷市立多津美中学校

○活動（４）
・ソフトバレーボール（クラブ・チーム）
・バウンドテニス（クラブ・チーム）
・カローリングクラブ
・天城小学校ニュースポーツクラブ

高齢者がいつまでも健康で充実した日常生活
が送れるサポート。
クラブの標語『遊び心』『楽しくなければスポー

ツじゃあない』『ああ楽しかった！みんなも楽し
かったかな！』『ＰＰＫ』『スポーツの日常化・生活
化』『わがクラブはクラブである。』との理念の下
に活動しており、いつでも、いずれの活動にも参
加できる。
スポーツボランティア活動は高齢者の生きがい

となっている。

クラブの特徴

会員さんの声
楽しい日々を送って

いる。活動日が多い。
ボランティア活動が大
変だ。ボランティア活動
に参加できないので心
苦しい。気楽に遊べる。

スタッフより一言
クラブ運営費の確保

のためのボランティア
活動に疲れ気味。岡山
県カローリング協会の
育成にも努めている。

ク ラ ブ 概 要

活 動 種 目

事務局連絡先
〒７１０－０１３２

倉敷市藤戸町天城６０
TEL：０８６－４２８－１６２３

（平日昼間086-224-0683）
FAX：０８６－４２８－１６２３

（平日昼間086-226-1385）
H  P：http://www.geocities.jp/sl91amaki1991

倉敷市
人口473,769人

世帯数184,908世帯
小学校 ６４校
中学校 ２７校



児島総合型スポーツクラブ

○設立年月日 平成２０年３月２６日
○会 員 数 １７４人
○会 費〔月〕 空手道 2,000円

合気道 3,000円
シンクロ 4,000円
社交ダンス 4,000円
体操 3,800円/2ヶ月

○主な活動場所
・児島マリンプール

○活動（７）
・体操 ・バランスボール ・セラバンド
・空手道 ・合気道 ・シンクロ ・社交ダンス

○低料金で教室へ参加できる

岡山国体の水泳競技の会場にもなった施設で
低料金にて、各教室に参加できます。
スポーツを通して地域社会の活性化、青少年の

健全育成に寄与することを目指し活動しています。

クラブの特徴

会員さんの声

低料金で、指導者
も充実し、大変喜ん
でます。

スタッフより一言
設立１年目、これ

からイベントや教室
の新設も行い、地域
の方に喜ばれるクラ
ブ運営をしていきた
い。

会 員 特 典

ク ラ ブ 概 要

活 動 種 目

事務局連絡先
〒７１１－０９１２

倉敷市児島小川町３６９７－２
児島マリンプール内

TEL：０８６－４７２－０１３３
FAX：０８６－４７２－０２２６
H P：http://www3.kct.ne.jp/^kojima_marine

倉敷市
人口473,769人

世帯数184,908世帯
小学校 ６４校
中学校 ２７校



笠岡総合スポーツクラブ

○設立年月日 平成18年4月1日
○会 員 数 ４６人
○会 費〔年〕
小学生以下
3,500円（8月までは月300円ずつ減額）+
500円/月or1,800円/半年+ 600 円(保険)
中学生以上
5,000円（8月までは月400円ずつ減額）+
800円/月or3,000円/半年+600円(保険)
家 族
10,000円(8月までは月800円ずつ減額)+
1,500円/月or6,000円/半年+800円(保険)

○主な活動場所
・笠岡市民体育センター

○教室活動（５）
・健康サークル ・エアロビクス教室
・チアリーディング教室
・エアロジュニア教室
・ジャズ体操教室

○イベント参加無料
○会員には無料開放

幼児、小学生向けの教室を中心とした生涯学
習をかねた教室が盛んである。講師も受講生も
元気いっぱいです。笑顔いっぱいで地域のイベ
ントなどで活躍することが多くなりました。老人
ホームの慰問で、老人とのふれ合いを通じ、人と
人との交流を大切にすることも学んでいます。

クラブの特徴

会員さんの声
若い頃から運動が好き

で、出産後体を動かす機
会がなく、そんな時、笠岡
総合スポーツクラブに入
会しました。受講料も安く
指導は丁寧で新しい仲間
もでき楽しく通っています。

スタッフより一言

幼児からお年寄りまで
気軽に楽しむことのでき
るアットホームなクラブ
を目指しスタッフ一同頑
張っています。

会 員 特 典

ク ラ ブ 概 要

活 動 種 目

事務局連絡先
〒７１４－００９５

笠岡市八番町１－９
笠岡市民体育センター内

TEL：０８６５－６３－１０３１
FAX：０８６５－６３－１０３１
H P：http://www.kcv.ne.jp/^taiiku/sportsclub

笠岡市
人口55,207人

世帯数22,456世帯
小学校 １９校
中学校 １０校



いばら生き生きクラブ

○サークル活動（１１）
・ソフトバレーボール ・ゴルフ ・弓道
・ソフトテニス ・テニス ・陸上競技 ・卓球
・合気道 ・華道 ・茶道 ・陶芸

○教室活動（４）
・野球(軟式) ・体操（マット運動）
・女子新体操 ・英会話

いばら生き生きクラブは、市民の皆様が気
軽にスポーツ・文化活動に参加できる会員
制の総合型スポーツクラブです。

新たにスポーツを始めたい方、趣味を広げ
たい方、健康づくりや仲間づくりをしたい方な
ど様々な視点で参加していただくことができ
ます。

クラブの特徴

会員さんの声

1人でできない種目や普
段できない種目が体験で
きるので、活動日を楽し
みにしています。講師の
方も、優しく丁寧に教えて
くださるので気軽に参加
できます。

スタッフより一言

「いつでも・どこでも・
誰にでも」をモットーに、
市民の皆が気軽に参
加していただけるクラ
ブ運営を目指します。

ク ラ ブ 概 要

活 動 種 目

事務局連絡先
〒７１５－８６０１
井原市井原町３１１－１
井原市教育委員会スポーツ課内

TEL：０８６６－６２－９５３３
FAX：０８６６－６２－０３３２

○設立年月日 平成１３年1１月１日
○会 員 数 ５７７人
○会 費〔年〕

中学生以下(スポーツ・文化共通)
2,500円(内600円保険料)
高校生以上(スポーツ)
5,000円(内1,500円保険料)
高校生以上(文化)
4,000円(内600円保険料)   

○主な活動場所
・井原体育館
・井原運動公園
・アクティブライフ井原

○井原体育館内トレーニング室無料
（小学生は不可・中学生は保護者同伴）

会 員 特 典

井原市
人口44,218人

世帯数16,045世帯
小学校 １６校
中学校 ５校



きよねスポーツくらぶ

○活動（４０）
・太極拳 ・エアロビクス ・ザ・トレーニング ・ヨガ
・パワーヨガ ・トータルケア ・ストレッチトレーニン

グ
・やさしいピラティス ・ピラティス＆かんたんエアロ
・エアロビクス(初級） ・ステップ ・弓道
・自由にアクア ・シニア卓球 ・ローンテニス
・リラックスリラックス ・ボディシェイプ ・ビリヤード
・ボウリング ・健康シェイプアップ ・シェイプアップ
・健康体操 ・にこにこくらぶ（親子体操）
・バドミントン同好会 ・ソフトテニス
・グラウンド・ゴルフ ・バレー ・ペタンク協会
・バドミントン部ちろりん村 ・フットサル
・インディアカ ・緑と健康クラブ ・サッカー（小・中）
・ミニバス ・野球 ・硬式野球 ・キッズダンス
・わんぱくクラブ ・キッズクラシックバレエ ・剣道

○定期練習の使用料減免
○イベント参加料が割安になる

スポ少、同好会、教室等いろいろな団体が混
在しています。
活動場所はきよね夢てらす以外にも、清音地

域の体育施設の他に民間プール、高校弓道場も
使用させてもらっています。0才児から90才まで
幅広い会員がいて、それぞれにあった運動を提
供しています。
地区活動の協力、支援をしており、ボランティア

で施設の掃除、草取り等をしています。

クラブの特徴

会員さんの声
家ではできないような

木登りや芝滑り、ロープ
渡りなどの遊びをしたり、
運動場を走り回ったりし
ています。子ども達は、
毎週楽しみにしています。

(わんぱくクラブの
保護者)

スタッフより一言

会員さん同士仲
良くなっておしゃべ
りも楽しそうです。
もちろん皆さんいい
汗をかいておられ
ます。

会 員 特 典

活 動 種 目

事務局連絡先
〒７１９－１１７２

総社市清音軽部６６６－６
NPO法人きよね夢てらす内

TEL：０８６６－９２－０３５５
FAX：０８６６－９２－０３６５
H P：http://www17.ocn.ne.jp/^yumetera/

○設立年月日 平成14年7月26日
○会 員 数 815人
○会 費〔年〕

中学生以下 2,200円+500円(保険)
高校生以上 2,200円+任意(保険)
ファミリー 6,000円+任意(保険)

○主な活動場所
・きよね夢てらす

ク ラ ブ 概 要

総社市
人口66,763人

世帯数23,182世帯
小学校 １５校
中学校 ４校



たかはしコミュニティスポーツクラブ〈ピオーネ〉

○設立年月日 平成20年３月３０日
○会 員 数 ７２人
○会 費〔年〕

中学生以下 2,500円+200円(保険)
大人 5,000円+200円(保険)
65歳以上 2,500円+200円(保険)
家族会員 10,000円+200円(保険)

○主な活動場所
・高梁市民体育館
・高梁市勤労青少年ホーム

教室活動（５）
・太極拳 ・３B体操 ・ソフトバレーボール
・パドルテニス ・フットサル

○イベント活動
・春季・秋季スポーツクラブフェスティバル

○イベント参加時に参加料無料

ピオーネは、イタリア語で開拓者(パイオニア）と
いう意味です。子どもからお年寄りまで、地域み
んなのコミュニティスポーツクラブを目指していま
す。３B体操・パドルテニスを核としたスタッフ総出
の手作りクラブです。

クラブの特徴

会員さんの声

まだ1つの種目しか体
験していませんが、会
員ならば他の種目も無
料でできるので、今後い
ろんな種目を体験して
みたいです。
（３B体操の参加者）

スタッフより一言

「地域みんなのコ
ミュニティスポーツク
ラブ」を合言葉に会
員の満足度を向上さ
せるべく、頑張ってい
ます。

会 員 特 典

ク ラ ブ 概 要

活 動 種 目

事務局連絡先
〒７１６－００６２

高梁市落合町近似２６７－７
TEL：０８６６－２１－０４２５
FAX：０８６６－２２－１８８２

高梁市
人口37,227人

世帯数13,888世帯
小学校 ２２校
中学校 ７校



総合スポーツクラブ新見

○設立年月日 平成20年４月２０日
○会 員 数 １９２人
○会 費〔年〕

大人 2,000円+活動費
小・中・高校生 1,000円+活動費
ファミリー 2,000円+活動費
1日会員 500円/日(大人)

300円/日(小・中・高校生)  
○主な活動場所

・新見市憩いとふれあいの公園

○活動（４）
・ジュニア陸上 ・太極拳
・ニュースポーツ
（卓球・バドミントン・ふらばーる）

・シニアソフトボール

○イベント時、参加料優遇あり

会員さんの声

高齢なのでゆっくりと
した運動をと思い太極
拳に参加していますが、
これがなかなか足・腰に
いい運動になってます。
月2回、会員の皆さんと
楽しく行っています。

（太極拳会員）

スタッフより一言
20年4月にできたばか

りのクラブで課題はまだ
まだたくさんありますが、
「いつでも・どこでも・誰で
もスポーツを・・・」を合言
葉に親しみのある楽しい
クラブにしたいです。

会 員 特 典

ク ラ ブ 概 要

活 動 種 目

事務局連絡先
〒７１８－０００２

新見市下熊谷２２－２
TEL：０８６７－７２－７３８９
FAX：０８６７－７２－７３８９

新見市
人口34,460人

世帯数12,896世帯
小学校 ２４校
中学校 １０校

多種目、多世代をもって活動しています。小学
校低学年から高齢者に似合うような種目で活動
しています。
学校体育館、公共施設等を利用しています。

クラブの特徴



ＮＰＯ法人プレチャス津山スポーツクラブ

○設立年月日 平成13年4月24日
○会 員 数 289人
○会 費〔年〕
※スクール生の場合、入会費と月会費

で種別、学年別に設定
※一般の同好会 500円/回

○主な活動場所
・津山中央公園
・津山市立東小学校
・津山市立北陵中学校
・津山市立弥生小学校
・プレチャス津山スポーツクラブハウス

○クラブハウス
・プレチャス津山スポーツクラブハウス

○活動（１３）
・サッカー ・ミニバスケットボール
・フットサル ・エアロビック
・競技エアロビック ・ユニホック
・ソフトバレーボール ・バウンドテニス
・グラウンドゴルフ ・ペタンク ・ダーツ
・キンボール ・タンブリン

母体となった津山サッカースクール（４２年継
続）のノウ・ハウを生かして、子ども達のスポーツ
教室やクラブを多種目化していく。また、父母の
スポーツ体験をすすめることから発展させて、多
数の市民スポーツ参加を実現していく。
また、スポーツＮＰＯ法人ということでは、ボラン

ティアを引き受ける正会員１００名が各種の市民
スポーツ振興事業を創り、育てる活動を展開して
いる。

会員さんの声
こんなに楽しいス

ポーツがあったんです
ね。次は友だちをさ
そって来ますよ。
（スポ・レクフェスティ
バル２００８in津山に
参加した高齢の女性）

スタッフより一言
子ども達のスポーツ

は盛んになってきたが、
お父さん、お母さんは
送り迎えだけの人が多
い。何とかして子どもと
一緒にワイワイ、ガヤ
ガヤ楽しむようにした
い。おじいちゃん、おば
あちゃんも連れ立って
賑やかにしたい。

活 動 種 目

事務局連絡先
〒７０８－０００４

津山市北方６９４－５
TEL：０８６８－２２－３５８９
FAX：０８６８－２５－０７２７
Ｈ Ｐ：http://www.d-rata.co.jp/plecheers/

○正会員はイベント等参加料の優待あり
○兄弟姉妹が入会の場合は、会費減免

会 員 特 典

クラブの特徴

ク ラ ブ 概 要

津山市
人口108,757人

世帯数 42,950世帯
小学校 ２８校
中学校 ８校



しょうぼくスポーツクラブ

○設立年月日 平成１７年４月３日
○会 員 数 ３８４人
○会 費〔年〕

一般 3,000円+1,600円(保険)
中学生以下 3,000円+ 600円(保険)
※団体により月会費あり

○主な活動場所
・津山市勝北総合スポーツ公園

○活動（１８）
・銃剣道・テニス（軟・硬）
・バレーボール(ジュニア男・女）
・バスケットボール ・空手道 ・少林寺拳法
・ジュニア野球（軟・硬） ・バドミントン
・スポ少ソフトボール女子 ・スポ少サッカー
・ターゲットバードゴルフ ・親子体操
・水泳教室 ・スケート教室 ・スキー教室
・ウォーキング ・各種大会及び体力測定
・スポーツアドバイス

○スポーツ会員
水泳教室、スケート教室の割引あり

○地区会員
スケート教室の割引あり

スポーツにはルールがあるように、社会にも
ルールがあります。ルールや技術力の向上だ
けでなく、社会のマナーも教えています。しょう
ぼくスポーツクラブは、青少年の健全育成にス
ポーツをとおして地域に貢献してます。

クラブの特徴

スタッフより一言

いつでも・どこでも・
いつまでもそしてクラ
ブ内でやっているス
ポーツやレクリエー
ション、イベントにどん
どん参加してください。

会 員 特 典

ク ラ ブ 概 要

活 動 種 目

事務局連絡先
〒７０８－１２２５

津山市西下１１００－１
勝北総合スポーツ公園内

TEL：０８６８－３６－５８００
FAX：０８６８－３６－５８５９

ターゲットバードゴルフ

ソフトボール
スポーツ公園清掃ボランティア

会員さんの声

レクリエーションなど
の手頃なスポーツから、
国体に毎年出場するス
ポーツまでされているの
に驚きました。子どもと
どんどん利用します。

津山市
人口108,757人

世帯数 42,950世帯
小学校 ２８校
中学校 ８校



ｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ倶楽部くせ

○設立年月日 平成15年5月11日
○会 員 数 ４０５人
○会 費〔年〕

・高校生以下
3,000円+保険 (500円or1,500円)
・大人
3,000円+保険(800円or1,500円)+活動費
・フリーパス
3,000円+保険(800円or1,500円)+12,000円
・準会員
（大人）500円/回 （高校生以下）300円/回

○主な活動場所
・久世体育館 ・真庭市立久世中学校

○活動（１８）
・ソフトバレーサークル ・グラウンドゴルフサークル
・Ｊｒソフトバレースクール ・バドミントンサークル
・卓球スクール ・ラージボール卓球スクール
・チャレンジスポーツ ・ウォーキングサークル
・バスケットボールサークル ・Ｊｒ綱引きサークル
・ストレッチ＆筋トレスクール ・野球をやろう
・Ｊｒフットサルスクール ・ソフトバレースクール
・ストリートダンススクール ・卓球サークル
・スナッグゴルフスクール ・遷喬学区見守り隊

○イベント活動
・山歩き ・体力テスト ・各種大会 ・親子レク
・プロスポーツ観戦バスツアー 等

○スポーツ用品カタログ購入２割引
○イベント参加時、参加費割引
（一部を除く）

ジュニアから高齢者まで幅広い年齢が参
加できる週２８のプログラムを実施。ソフトバ
レーだけでも６つのプログラム（スクール、
サークル、ジュニア対象）があり、親子２世
代、３世代でスポーツを楽しんでいる会員さ
んもいます。

今までスポーツをしたことがなかった方、
一時やめていた方が中心となって設立した
クラブです。これからも、スポーツ初心者の
発掘を目指します！

クラブの特徴

スタッフより一言

新たなスポーツ初心者
の受け皿となれるよう、
今後は更にプログラムの
工夫も行い、「ＥｎｊｏｙＳｐ
ｏｒｔｓＬｉｆｅ」をモットーに気
軽に参加できるクラブづ
くりを目指します！皆様
の入会お待ちしていま
す！

会 員 特 典

ク ラ ブ 概 要

活 動 種 目

事務局連絡先
〒７１９－３２０１
真庭市久世２６６－２
TEL：０８６７－４２－５４３０
FAX：０８６７－４２－５４３０
Ｈ Ｐ：http://www13.ocn.ne.jp/^spore-k/

ソフトバレーボール

富士登山

会員さんの声
Ｊｒソフトテニスに入会して、

違う学校の友達が出来た。
動体視力がついたと思う。筋
肉がついた。（小学生会員ゆ
り＆ゆみ）
友人・知人が増えた<26%>
活動の日が待ち遠しい

<16％>身体に良い影響がで
ている。体調がよくなっ<9％
>（18年度会員アンケート結

果より）

真庭市
人口49,849人

世帯数17,552世帯
小学校 ３０校
中学校 ７校



しらうめスポーツクラブ

○設立年月日 平成１９年２月２５日
○会 員 数 １７６人
○会 費〔年〕

大人 5,000円+1,500円(保険)
60歳以上 5,000円+800円(保険)
高校生以下 2,500円+1,500円(保険)
中学生以下 2,500円+500円(保険)
※７月より翌年３月まで年会費を月単
位で500円ずつ減らす

○主な活動場所
・落合総合公園

○教室活動（１３）
・ハンドボール ・綱引き ・硬式テニスボール
・ソフトテニスボール ・ソフトボール ・なぎな

た
・バドミントン ・エアロビ ・ヨガ ・キンボール
・ソフトバレーボール ・ニュースポーツ
・バランスボール

○サークル活動（１）
・野球

○イベント活動
・キンボールフェスティバル ・山登り
・わくわく体操塾 ・スキー
・ソフトバレー交流戦

○正会員はどの教室、サークル参加時
も参加無料

○イベント参加時参加費優遇

主に活動拠点は落合総合公園、各施設を利用
し、年間定期教室・サークル活動に加え、不定期
教室・各種講習会、大会などを計画、実施してい
ます。「いつでも どこでも だれでも」を合い言葉
に、子どもから高齢者まで誰もがスポーツに親し
み楽しむことで、体力向上、健康増進や地域間・
世代間でのコミュニケーションを図り地域の活性
化に寄与し、元気な街づくりを目指しています。

クラブの特徴

会員さんの声

小学生からシニア世代
まで幅広い年代の方と交
流を深めつつ、ソフトバ
レーボール、キンボール
等楽しんでいます。数年
後は我が子と参加したい
と思っています。

（一般参加者）

スタッフより一言

「いい汗、いい友、
いい出会い」をモッ
トーに楽しいクラブ
づくりをしていきた
いと思っています。

会 員 特 典

ク ラ ブ 概 要

活 動 種 目

事務局連絡先
〒７１９－３１４３

真庭市下市瀬５８６－３
白梅総合体育館内

TEL：０８６７－５２－５９０５
FAX：０８６７－５２－５９０２
ＨＰ：http://shiraume.city.maniwa.okayama.jp/sports/

真庭市
人口49,849人

世帯数17,552世帯
小学校 ３０校
中学校 ７校



作東スポーツクラブ

○設立年月日 平成１９年1月１２日
○会 員 数 ９１人
○会 費〔年〕

高校生以上 1,000円+保険
小・中学生 500円+保険

○主な活動場所

○活動（６）
・ターゲットバードゴフ
・ペタンク
・太極拳
・キッズバレー
・トレーニング
・海洋性スポーツ

ク ラ ブ 概 要

活 動 種 目

事務局連絡先
〒７０９－４２３４

美作市江見９１０－３
作東Ｂ＆Ｇ海洋センター内

TEL：０８６８－７５－２４４１
FAX：０８６８－７５－２４４１ 美作市

人口31,114人
世帯数12,472世帯

小学校 １１校
中学校 ５校

海洋センターを拠点に施設を有効活用していま
す。特にトレーニング施設は会員皆さんの健康作り
に役立っています。そして海洋センターの特徴を生
かし海洋性スポーツで子供たちの健全育成に力を
入れています。

クラブの特徴

会員さんの声
脳梗塞で左半身に麻痺

があり,リハビリのためクラ
ブに入りました。毎日
ウォーキングマシンを使っ
てトレーニングをしていた
ら歩けるようになりました。
本当に感謝しています。

スタッフより一言
頑張っている皆さん
を応援しています。



なぎスポーツクラブ

○設立年月日 平成１５年４月１日
○会 員 数 ６３１人
○会 費〔年(保険料含む）〕

一般 4,000円
高校生 2,500円
小・中学生 1,500円
幼児 1,000円
※非会員は各スクール、教室ご
とに参加費を徴収

○主な活動場所
・総合運動公園

○教室活動（１９）
・ウｵーキング ・３Ｂ体操健康作り
・社交ダンス ・チャレンジ体操 ・子供水泳
・水中ウｵーキング ・カヌー ・スケートボード
・ソフトテニス ・硬式テニス ・サッカー
・グラウンド・ゴルフ ・ソフトボール ・剣道
・柔道 ・スキー ・ミニバスケットボール
・エアロビクス ・卓球

○本クラブ主催のスポーツ教室、大会への
参加費が無料

○スポーツ教室・大会以外に町内のスポー
ツ施設、スポーツ用具が無料で使用でき
ます。

総合型スポーツクラブの理念から小さい子ども
からお年寄りの方まで楽しめる教室を開催し「だ
れでも いつでも どこでも いつまでも」スポーツ
に親しむことにより、町民みなさんの生きがい、
健康、仲間づくりの原点であると思っています。

クラブの特徴

会員さんの声
スポーツクラブ設立時か

ら入会し、主にグラウンド・
ゴルフとウｵーキング教室
で活動しています。グラウ
ンド・ゴルフは世話役として
毎週の教室と月例大会の
お手伝いをさせて頂いてお
ります。ウｵーキング教室で
は、年１回の日帰りのウ
ｵーキング大会が計画され
毎年楽しみにしています。

（会員）

スタッフより一言
設立５年が経過した現

在、設立当初からはス
ポーツ教室の数、会員数、
指導者も変化しているが、
延会員数は１７６８名とな
り、多くの人がスポーツ
を楽しんでおられます。
私も頑張らなくてはと思
わされます。

会 員 特 典

ク ラ ブ 概 要

活 動 種 目

事務局連絡先
〒７０８－１３１２

勝田郡奈義町柿１０７４
TEL：０８６８－３６－３３００
FAX：０８６８－３６－６４４０

奈義町
人口6,191人

世帯数2,432世帯
小学校 １校
中学校 １校



柵原星の里スポレク倶楽部

○設立年月日 平成1８年６月３０日
○会 員 数 ３０３人
○会 費〔年）

高校生以上 3,500円+1,600円（保険）
小・中学生 1,500円+    600円(保険)
６５歳以上 3,500円+ 800円(保険)
ファミリー 7,000円+(保険（年齢毎)）
※各スクール・教室毎の参加費を徴収

○主な活動場所
・柵原総合文化センター

○活動（１５）
・少林寺拳法 ・ボールルームダンス
・ビリーズブートキャンプ ・サッカー
・ソフトボール ・ステップトレーニング
・卓球 ・バドミントン ・健康教室
・太鼓 ・バラエティーサークル
・ヨガ ・登山 ・ハイキング
・ハイポキトレーニング

○イベント参加料無料

当クラブは活気ある町作り、青少年の健全育
成、健康作り、仲間作りを柱に活動しております。
現在は新しいスタッフも増え本当の意味での仲
間を作れる良いクラブになっている成長過程で
す。健康、運動はもちろんですが、みんなで楽し
く！そして、いつまでもクラブの会員が生き生きと
出来る、その様なクラブを目指しています。イベ
ントを通じての仲間作りには自信が持てます、ま
た機会があれば覗いてみてください。

クラブの特徴

会員さんの声
様々なイベントを通じ明るい

地域と笑顔が絶えないスポレ
ク柵原と一緒に、これからも
行事に参加し地域と共同で
何かを実施したいと思います。
また元気のある地域の活動
にもスポレク柵原に期待して
おります。

スタッフより一言

イベントを通じ日夜、ボラ
ンティアスタッフに没頭して
おり色々な場面での人と
の触れ合いを通じ活動し
ております。地域の特性を
生かしたイベント作り、そし
て触れ合いを大事にスタッ
フとして何が出来るか？模
索しながら頑張って参りた
いと思います。

会 員 特 典

ク ラ ブ 概 要

活 動 種 目

事務局連絡先
〒７０８－１５３３

久米郡美咲町久木２００－８
TEL：０８６８－６２－１１６５
FAX：０８６８－６２－１１９７
ＨＰ：http://www.cyerry.net/^hoshinosato

美咲町
人口15,844人

世帯数 6,287世帯
小学校 ５校
中学校 ３校



夢 咲 ク ラ ブ

○設立年月日 平成１９年６月１７日
○会 員 数 １５８人
○会 費〔年〕

高校生以上 3,500円+1,600円(保険)
６０歳以上 3,500円+ 800円（保

険）
中学生以下 2,500円+  600円(保険)
家 族 10,000円+（保険（年齢

毎））
○主な活動場所
・美咲町中央総合
・美咲町中央地区各小・中学校
・町内ゴルフ場
・町内グラウンドゴルフ場
・津山市内ボウリング場
スキー場

○クラブハウス
・美咲町役場第２分庁舎内

○教室活動（１１）
・卓球 ・グラウンドゴルフ ・バドミントン
・テニス ・ボウリング ・ゴルフ
・ミニバスケットボール ・バスケットボール
・スイミング ・お花 ・柔道

○イベント活動
・キャンプ ・クリスマス会 ・スキー体験

○イベント参加費優遇有り
○学びのポイントラリー参加

学校の体育館も含め、施設が整備されており
運動する環境が整っている。指導者も徐々に増
え、「だれでも、どこでも、だれとでも」を合言葉に
教室中心に活動している。
温泉が近くにあるので、今後の活動に生かして

いけたらと考えている。
運動が苦手な子どもに少しでも体を動かす楽し

さを味わせ、心身共に健康な人づくりにも役立て
ばとスタッフ一同頑張っている。

クラブの特徴

会員さんの声
それぞれの学校の児童・

生徒同士、保護者間の交
流ができうれしく思ってい
る。中学校区以外の人も
受け入れてもらえるので感
謝している。友だちが増え
るのが楽しみだ。

スタッフより一言

毎週の教室運営をし
ていく上で、スタッフ不
足の面が課題である。
今後協力員の発掘に
力を注ぎ、さらなる協
力態勢を整えていき
たい。

会 員 特 典

ク ラ ブ 概 要

活 動 種 目

事務局連絡先
〒７０９－３７１７

久米郡美咲町原田１７２４－３
TEL：０８６８－６６－０９１１
FAX：０８６８－６６－０９１１
ＨＰ：http://www1.harenet.ne.jp/^yume_saki/index.html

美咲町
人口15,844人

世帯数 6,287世帯
小学校 ５校
中学校 ３校



(財)岡山県体育協会普及委員会では、県下に生涯スポーツ等を普及すべく活動を継続し、
普及事業の一助として昭和５９年から「生涯スポーツのすすめ」を発刊してまいりました。

今回の第２５集は、平成１２年度に策定された国の「スポーツ振興基本計画」の中で、重
点施策の目標の１つとして「２０１０年までに、全国の各市町村において、少なくとも１つ
は総合型地域スポーツクラブを育成」を掲げており、未設置地域、またはこれから設置を考
えられている地域の方々への参考としていただければと、県内の設立済み総合型地域スポー
ツクラブを紹介いたしました。県内に一つでも多くの、地域とともに、地域に愛されるクラ
ブが設立されればと思います。

最後に、みなさま方にお届けしてまいりました「生涯スポーツのすすめ」も冊子としての
発刊は、今回の第２５集で終了させていただくこととなりました。今後も当普及委員会では
県下に生涯スポーツ等の普及活動を展開してまいりますのでよろしくお願いします。

普及委員会委員長 小原 信幸

生涯スポーツのすすめ 第２５集

編集後記

(財)岡山県体育協会普及委員会

委 員 長 小原 信幸

副委員長 山本 勉

委 員 藤原 興介 柴田 聖和 平井 毅 犬飼 義秀

大橋 美勝 越川 茂樹 高見 博子 長尾 政則

政近 剛

事 務 局 高田 豊和 加納 恭子 平谷 昌樹

(財)日本体育協会

育成アドバイザー 野上 幸恵（普及委員会オブザーバー）



財団法人 岡山県体育協会
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