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昨年度、会員及び保護者を対象に実施した「チャグチャグスポーツクラブ活動アンケート」について、結
果がまとまりましたので報告いたします。ご協力ありがとうございました。いただいたご意見・ご要望を真
摯に受け止め、事業等にいかしてまいります。

当クラブでは「トップアスリー
トによるクリニック」を実施して
おりますが、アンケートでの参
加数は低調でした。
今後、より多くの方に参加し
ていただけるように開催内容
等について検討してまいりま
す。



51.5%

30.3%

12.1%

チャグスポに入会したきっかけ

本人の希望で。

家族（保護者含む）

にすすめられて。

友人に誘われて。

その他

・部活動顧問としての関連として

・部活の入部と同時に

・スポ少より親の負担が少ないと

思ったから

・部活の勧めで

84.8%

15.2%

会員歴
1年以上である（継続会員）

1年未満である（新規会員）
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その他

体育協会やチャグスポのホームページ

滝沢市発行の広報誌（広報たきざわ）

学校から配布されたチラシ

口コミ

1年未満の方のチャグスポを知ったきっかけ（複数回答）

39.4%

54.5%

6.1%

クラブでの活動は楽しいですか？
とても楽しい 楽しい あまり楽しくない 全然楽しくない

当クラブを知ったきっかけと

して、学校でのチラシ配布や広

報たきざわを見たという方が多

数を占めました。

今後も関係機関の協力を得て、

積極的にPRしてまいります。

特別号 R4-S1

・悪口言う子がいたから

・男子が少ない

・指導者の方が熱心で、とても

子ども思いである

・試合形式の練習もあるから

・友達と一緒に卓球できるから

・同じ学校だけではなく、違う学

校の友達が出来た。友達に会う

のが楽しみで続けることが出来た

・友だちと一緒に走ったりお話しし

たりするのが楽しいから

・他の学校の友達と交流できるから

・みんなで楽しく教わることがで

きるから

・いろいろな歳の子と交流があり先

輩から教えてもらえるので学校と

は違って楽しいようです

・指導、雰囲気が良かった

・競技がとても好き

・芝生の上で一週間に1度ラグビー

競技ができ、子どもたちも生き生

きと活動できているから

27.3%

60.6%

12.1%

チャグスポHPをご覧になったことはありますか？
定期的に見ている 見たことがある。

あるのは知っているが見たことはない。 まったく見たことはない。

チャグスポホームページの感想・ご意見

・見やすく日程が分かりやすい

・日程の確認のみですが、更新が早いの

で助かる

・写真も勧誘コメントも古いので、定期

的に更新してほしい

・活動日程をホームページで見ているの

ですが、年度が変わる前に既に次の年

度に更新されていたので、前の年の分

も見れるといいなと思いました

・活動日程、イベントの案内など、活動

の様子が良く分かりとても良いと思い

ます

HPを定期的に見ている
方は全体の約30％と、普
段あまり活用されていな
いようです。
今後、ご意見や要望な
どを反映してより使いや
すいHPになるように努め
てまいります。



特別号 R4-S1

72.7%

18.2%

9.1%

チャグスポ通信をご覧になっていますか？
発行のたびに見ている。 見たことがある。
あまり見ることはない。 まったく見ていない。

チャグスポ通信へのご意見・ご感想

・カラーで見やすく分かりやすい

・内容が以前よりも充実していて楽しく読ませていただき

ました

・途中からサイズダウンしたので字が小さくなり、きちんと

読まなくなりました

・広報誌がきっかけで友達とキャンプに参加することにな

った。普段あまり外遊びをしない子がキャンプを存分に楽

しむことができ、とても良い経験となった

・他のクラブの様子などが知れてよい

・企画イベントや子供たちの声が掲載され、充実した内容に

なっていると思います

36.4%

63.6%

シーズンイベントに参加されたことはありますか？
参加したことがある 参加したことがない
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参加したことのあるイベント（複数回答）

・コロナウイルスが心配だったため

・スケジュールが合わなかった

・参加したいと思わないから

21.2%

9.1%

63.6%

6.1%

現在の会費設定についてどう思われますか？
高いと感じる 安いと感じる 妥当である その他

・活動が少ない

・天気やコロナで中止になる回数

が多いが、年々高くなっている

・高くはないがコロナの影響で活

動日が減った分を考慮して欲しい

年会費増額に伴い、クラブに求めること

・指導者を若い方にしてほしい

・コロナで休みになった分の振替などを考えて欲しい

・経験別のクラス編成

・活動回数を増やして会費に見合う活動内容にして欲しいです

・クラブが安全に楽しみながら活動できるようにお願いします

・滝沢総合公園陸上競技場の使用回数を増やしてほしい

シーズンイベントは他クラブの会員

との交流を通して親睦を含めたり、ク

ラブ以外の活動を通して新たな自分発

見の機会としたいと思い開催していま

す。今後も魅力ある内容づくりに努め

てまいります。

皆様のご理解とご協力を得ながら、
年次計画で増額してきた年会費ですが、
令和4年度で完了となります。
これからも、安全な活動を第一に楽
しみながら活動できるよう取り組んで
まいります。



特別号 R4-S1

45.5%
54.5%

クラブ理念を知っていますか？
知っていた 知らなかった
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スポーツの原点は遊戯（遊び）でスポーツを楽しむ

異年齢の活動によって協調性や社会性を育むこと

生涯をとおしてスポーツに親しむ健康で明るい生活

子どもたちの発育・発達に応じた指導を目指すこと

共感できない

最も共感できるクラブ理念（複数回答）

クラブ活動についてのご意見・ご感想
・コロナで自粛した期間会費を返してほしかった。

・各施設の管理人さんの対応も大変親切で、活動がとても楽しみです。

・月3回だと、休みの週で体が固くなり、教えられたことを忘れてしまいます。

毎週あると嬉しいです。

・練習中にふざけたりしている子どもが心配です。怪我に繋がるし、周りの子

どものモチベーション低下につながると思います。

・中学生の参加できるスポーツを増やしてほしいです。

・サマーキャンプやスキー教室など季節ごとのイベントがあり、とてもいい

経験をさせて頂き感謝しています。

今後一般対象の教室を開催する場合、どのような教室に参加してみたいですか？

事務局や指導者に対しての要望やご意見

・ヨガ ・ボルダリング ・スケート ・ピラティス

・土日にできるエアロビやヨガのなどの体操系

・筋肉トレーニング的な教室

・体の運動だけじゃなくて頭の運動もいいと思う。

・指導者の子どもたちへの言葉遣いがひどいと感じる。乱暴な言葉遣いは

やめて欲しい。

・アンケート結果の集計・公表、指導者・保護者から聞き取った意見の集計・

公表をお願いいたします。

・活動中止、再開にに関する連絡は余裕をもって連絡してください。

・もっと上達したいという思いで活動に参加しています。時間目一杯技術を

ご教授頂ければと思います。

皆様のご意見・ご要望をもとにこれからも会員の皆様に有意義な活動内容・時間を提供できる
ようにチャグスポ事務局一同努めてまいります。


