
次    第 

 

 

１、あいさつ  

   運営委員長  巽 勝彦 

   教育委員会より 

 

２、議案 

   第１号議案 平成 16 年度事業報告について 

   第２号議案 平成 16 年度決算について 

   第３号議案 平成 17 年度役員について 

   第４号議案 平成 17 年度事業計画について 

   第５号議案 平成 17 年度予算について 

３、報告事項 

   １、専門部会規約 

２、会員数の推移 

   ３、アンケート結果 

 

４、閉会 

 

 ＜参考資料＞ ・パンフレット 

         ・クラブハウス便り 

・広報紙 

 



 平成１６年度事業報告 

 

１、スクール・サークル運営事業 

 (1) スクール 

名称 活動日・時間 場所 対象・定員 目標･内容

ヨガ 土曜　9:00～10:30 小山田小体育館 小1～一般

　ヨガは最高の美容健康法です。体のひずみを直し、呼吸力

を強くして頭を冷やします。また自律神経を刺激して肩こり、

腰痛を抑えます。

土曜　11:30～12:30 小山田小体育館
（小山田）小１～小２

40名程度

土曜　13:00～14:00 長野小体育館
（長野）小１～小２

40名程度

土曜　13:30～15:00 小山田小体育館
（小山田）小３～小６

40名程度

土曜　14:00～15:00 長野小体育館
（長野）小３～小６

40名程度

エアロビクス 土曜　12:30～1３:３0 小山田小体育館 小１～一般
　“心が動くから身体が動く”をコンセプトに楽しく体を動かし

たいと思っています。親子でダンスしませんか。

卓球 土曜　15:00～17:０0 小山田小体育館 小１～一般
　卓球を楽しみながらシングルス、ダブルスのゲームをして

いきます。親子で参加もできます。

バレーボール 日曜　12:00～15:00 長野小体育館 小４～中学生
遊び感覚でバレーボールを楽しみ、基本から技術を習得しま

しょう。

日曜　13:00～15:00
小３～一般

（初心者）

火曜　19:00～21:00
小３～一般

（経験者）

日曜　9:00～10:00 Ⅰ　小１～小２

  〃　10:00～11:00 Ⅱ　小３～小４

  〃　11:00～12:00 Ⅱ　小５～小６

 〃　12:30～14:00 Ⅳ　一般初心者

〃　14:00～15:30
　Ⅴ　一般経験者

（各15名程度）

スポーツチャンバラ

＆居合
日曜　15:00～16:30 小山田小体育館 小１～一般

　まず子どもから大人まで木刀を使った体操で楽しく一緒に

汗を流しましょう。居合は呼吸法の会得、集中力の強化、心

身の鍛錬に最適です。

３B体操 日曜　16:30～18:00 小山田小体育館 小１～一般
ボール、ベル、ベルダーの用具を使って、音楽に合わせて行

う健康体操です。

太極拳 水曜　10:00～11:30 小山田小体育館 小１～一般
幅広い年齢層の人々が、体力と興味に応じて親しむことがで

きるスポーツです。

テニスⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
 千代田短期大学

テニスコート

　コーチを担当する団体は、プロテニス協会の有志がスポー

ツ講習会等を通じて、文化・教育・スポーツの進行を図ること

を目的に設立した特定非営利活動法人です。

キッズスポーツⅡ
　体操やボールゲームなどいろいろなスポーツを楽しみなが

らします。バランス感覚とスポーツに親しむ習慣の習得を目

指します。

　この年代は神経系がもっとも発達する時期です。キッズス

ポーツと同様、種目を限定せず、シーズンにあわせた色々な

スポーツをします。

トータルスポーツ

 バドミントン
　バドミントンの基礎技術を身につけ、シングルス、ダブルス

を楽しむとともに市民大会出場を目指します。
小山田小体育館

  

(２) 短期教室 

名称 活動日・時間 場所 対象・定員 目標･内容

土曜　10:30～11:30 小山田小体育館
（小山田）年中、年長

40名程度

土曜　12:00～13:00 長野小体育館
（長野）年中、年長

40名程度

キッズスポーツⅠ
　体操やボールゲームなどいろいろなスポーツを楽しみなが

らします。バランス感覚とスポーツに親しむ習慣の習得を目

指します。

 

 



(3) サークル 

名称 代表・連絡先 活動日・場所 対象 会費 目標･内容

長野フットボールクラブﾞ

ジュニア
小学生男子

〃　　ブルーウィンズ 小学生女子

〃　　　ジュニアユース
月、水、金、土、日曜

長野小、大師、赤峯G
中学男子

小山田少年サッカークラブ
矢野　多喜雄

５３－３９７１

土曜　9:00～17:00

日曜　試合等で未定

小山田小G

他

５千円/3月

その他登録

費等あり

　サッカー競技を通して技術の向上を図るとともに、

集団の中での仲間のへの思いやりや子どもたちの

健全な育成を目指します。

小山田キックベース ボール
坂本　竹男

５５－１３８９

土、日曜　9:00～12:00

青空Ｇ
小学生女子 ３百円/月

　女の子のスポーツ種目は多くありません。キック

ベースボールという団体競技を通して仲間づくり、体

力つくり、礼儀を身につけることをモットーに頑張って

います。

上西代こども会キックベース

ボールチーム
瀧本　泰行

５６－００６１

日曜、午前ｏｒ午後

長野小Ｇ

小学生女子

（上西代子ど

も会会員）

３千円/年 キックベースボール

「河内長野インパルス」

バスケットボールクラブ

ミニの部

水曜　18:00～

土、日曜　9:00～

長野小、小山田小、市

民総合体育館

小学生男女

　　　　　〃　　Ｕ－１５
隔週日曜　18:00～

長中
中学生

小山田源流館

（剣道）

丹　幸蔵

５６－３２７８

水、土曜　18:00～21:00

小山田小体育館

木曜　19:30～21:00

長野小体育館

年長～中３ ４千円/月 　武道を通じて青少年の精神と身体を鍛えます。

長野レッドソックス

（ソフトボール）

小林　俊彦

５３－７３９８

日曜　月２回程度

小山田小Ｇ
高校生以上 千円/月 会員相互の親睦と技術の向上を図る。

武心會
眞鍋　健児

５４－２２４０

金曜18:40～

小山田小体育館
小中学生

３千５百円/

月、入会金

が必要

空手拳法・グローブ空手

寺元フェニックス・フェニックスＺ

（ソフトボール）

細川　秀子

５６－７５５５

　バスケットを通して、心技体の育成、また、チーム

ワークの大切さを第一に考え、明るく楽しいスポーツ

の中で強いチーム作りを目指します。

千円/月

寺元記念病院関連職員による親睦チームです。

土、日

長野小G飯田　聡

６２－６９５８

　別途スクールあり（小学生男女、火・木・金）

長野FCはサッカーを通じて立派な社会人になるとと

もに、サッカー競技力の向上に寄与することを目的と

しています。

　　2千円～

5千円/月

 

 

２、交流事業 

 (1) フライングディスク講習会 

    日時：平成 16 年９月 20 日（月・祝）  10:00～12:00 

    場所：小山田小学校グラウンド   参加人数：約 60 名 

    協力：大阪体育大学アルティメット部 

(2) ニュースポーツ講習会 

  日時：平成 16 年 11 月 23 日（火・祝） 10:00～12:00 

  場所：小山田小学校体育館     参加人数：約 70 名 

  協力：河内長野市体育指導委員会 

 (3) 第１回モックルクラブフェスティバル 

  日時：平成 17 年３月 20 日（日）    9:00～16:00  

    場所：長野小学校グラウンド・体育館、小山田小学校グランド・体育館 

    参加人数：約 300 名 



３ 広報事業 

 (1) パンフレットの作成 

    5,000 部 

(2) ホームページの開設 

   アクセス件数 1,852 件（5/28 現在） 

(3) モックルクラブ通信 

    創刊特大号１回 平成 17 年３月１日発行 

 

４ 会 議 

(1) 設立総会  

 

(2) 常任委員会 

 １ 平成 16 年 5 月 29 日（土） 

キックス 

・専門委員会 ・ホームページ ・長野小多目的

室ほか 

 ２ 平成 16 年７月 30 日（土） 

キックス 

・専門委員会 ・南河内総合型地域スポーツクラ

ブ啓発事業 ・交流事業 ・スクールの追加、

変更ほか 

 ３ 平成 16 年９月５日（土） 

キックス 

・コーチ連絡会議 ・フライングディスク講習

会 ・今年度の体制ほか 

 ４ 平成 17 年 4 月 23 日（土） 

クラブハウス 

・クラブハウス ・H．16 年度決算 ・H．17

年度申し込み状況 ・H．17 年度体制 ・補助

金ほか 

 

 (3) 部会 

 

 

 

 

回数   開催日・場所 議 題 

 １ 平成 16 年 4 月 29 日（土） 

市役所 

・規約 ・役員 ・H16 年度事業計画 ・H16 年度

予算ほか 

 

 

平成１7 年 1 月 22 日（土） 

総務部会 キックス 

・モックルクラブフェスティバル ・クラブ基礎

データ ・予算執行状況 ・補助金、クラブハ

ウス ・アンケート調査ほか 

 ２ 平成１7 年 2 月 26 日（土） 

総務部会 ラブリーホール 

 

・モックルクラブフェスティバル ・フィットネ

ス関係スクールほか 

 ３ 平成 16 年 10 月 15 日（金） 

広報部会 キックス 

・クラブ通信 ・HP ・宣伝活動ほか 

 



 

(4) コーチ連絡会議 

 

 

 

 １ 平成 16 年 9 月 4 日（土） 

キックス 

 

・ 経過と今後の計画 ・交流事業 ・補助事業 

・ ホームページ ・啓発事業実施方法ほか 

 ２ 平成 17 年 1 月 22 日（土） 

キックス 

・クラブ基礎データ ・予算執行状況 ・クラブ

ハウス ・モックルクラブフェスティバル 

・アンケート調査ほか 

 ３ 平成 17 年 2 月 26 日（土） 

ラブリーホール 

・モックルクラブフェスティバル ・情報交換 





委員長 巽　　　勝　彦

有　福　　　靖

別　惣　　　勇

村　上　健　三

総務部長 杉　岡　亜　土 （長野フットボールクラブ）

総務副部長 濱　野　千　鶴 （事務局）

広報部長 長谷川　行　夫 （バドミントン）

広報副部長 岩　田　真砂美 （キンダースポーツ）

交流事業部長 舞　　　寿　之 （キッズスポーツ、トータルスポーツ）

交流事業副部長 坂　本　竹　男 （長野キックガールズ）

スクールコーチ代表 對　馬　　　敞 （太極拳）

サークルコーチ代表 飯　田　　　聡 （長野フットボールクラブ）

体育指導委員代表 山　本　千栄子

事務局長 杉　岡　亜　土 （総務部長兼任）

佐　藤　佳　美 （スクール会員）　　

松　本　有　里 （スクール会員）　　

東　田　和　郎 （長野第１地区福祉委員会）

大　北　国　栄 （長野第２地区福祉委員会）

道　上　清　己 （小山田小学校区福祉委員会）

上　谷　達　也 （青少年指導員連絡協議会）

芝　本　清　一 （長野中学校区健全育成会）

櫻　井　義　則 （長野中学校校長）

熊　谷　博　喜 （長野小学校校長）

長　谷　雄　二 （小山田小学校校長）

深　野　康　久 （長野高校校長）

山　本　敏　貢 （千代田短期大学教授）

峯　　　克　美 （市民スポーツ課課長）

西　川　公　康 （長野小学校ＰＴＡ会長）

尾　花　　　充 （小山田小学校ＰＴＡ会長）

常

任

委

員

副委員長

監　　査

顧　　問

平成１７年度　長野総合スポーツクラブ「モックルクラブ」委員名簿（案）

運
営
委
員

総　　　務　　　部

広　　　報　　　部

交　流　事　業　部



 平成１７年度事業計画（案） 

１、スクール・サークル運営事業 

(1) スクール 

名称 活動日・時間 場所 対象・定員 目標･内容

土曜　9:00～10:00 長野小体育館
（長野）小１～小２
30名程度

土曜　10:00～11:00 小山田小体育館
（小山田）小１～小２

30名程度

土曜　10:00～11:00 長野小体育館
（長野）小３～小６
30名程度

土曜　11:00～12:00 小山田小体育館
（小山田）小３～小６

30名程度

土曜　14:00～16:０0

火曜19:00～21:00
木曜18:00～21:00

バレーボール
日曜　9:00～12:00

OR
土曜

長野小体育館 小４～中学生
遊び感覚でバレーボールを楽しみ、基本から技術を習得
しましょう。

 バドミントン 日曜　13:00～15:00 小山田小体育館 小３～一般
　バドミントンの基礎技術を身につけ、シングルス、ダブル
スを楽しむとともに市民大会出場を目指します。

スポーツチャンバラ 日曜　15:00～16:30 小山田小体育館 小１～一般
　まず子どもから大人まで木刀を使った体操で楽しく一緒
に汗を流しましょう。居合は呼吸法の会得、集中力の強
化、心身の鍛錬に最適です。

土曜　13:00～13:50
小学生
25名程度

土曜　14:00～14:50
中学生～一般
25名程度

ダンス・エアロ 土曜　12:45～13:45 小山田小体育館
小１～一般
30名程度

３B体操 土曜　10:30～12:00
長野小多目的
ホール

小１～一般
25名程度

ボール、ベル、ベルダーの用具を使って、音楽に合わせ
て行う健康体操です。

水曜　10:00～11:30 武道館
一般
30名程度

日曜　10:30～12:00
長野小多目的
ホール

小１～一般
20名程度

土曜　9:00～10:30
長野小多目的
ホール

小1～一般
25名程度

　水曜　9:00～10：00 武道館 ３０名程度

キッズスポーツ
　体操やボールゲームなどいろいろなスポーツを楽しみ
ながらします。バランス感覚とスポーツに親しむ習慣の習
得を目指します。

　この年代は神経系がもっとも発達する時期です。キッズ
スポーツと同様、種目を限定せず、シーズンにあわせた
色々なスポーツをします。

トータルスポーツ

エアロ・ジャズ
　“心が動くから身体が動く”をコンセプトに楽しく体を動か
したいと思っています。みんなでダンスしませんか。

長野小多目的
ホール

卓球 小山田小体育館 小１～一般
　卓球を楽しみながらシングルス、ダブルスのゲームをし
ていきます。親子で参加もできます。

ヨガ
　ヨガは最高の美容健康法です。体のひずみを直し、呼
吸力を強くして頭を冷やします。また自律神経を刺激して
肩こり、腰痛を抑えます。

太極拳
幅広い年齢層の人々が、体力と興味に応じて親しむこと
ができるスポーツです。

 

(2) 短期教室 

土曜　11:00～12:00 長野小体育館
年中、年長

25名程度

土曜　9:00～10:00 小山田小体育館
年中、年長

25名程度

日曜　9:00～10:00 Ⅰ　小１～小２

  〃　10:00～11:00 Ⅱ　小３～小４

  〃　11:00～12:00 Ⅱ　小５～小６

 〃　12:30～14:00 Ⅳ　一般初心者

〃　14:00～15:30
　Ⅴ　一般経験者

（各10名）

キンダースポーツ

（共催：ライフスポーツ振興財団）

　遊びの中でバランス感覚とスポーツに親しむ習慣の習得を

目指します。

テニスⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
 千代田短期大学

テニスコート

　コーチを担当する団体は、プロテニス協会の有志がスポー

ツ講習会等を通じて、文化・教育・スポーツの進行を図ること

を目的に設立した特定非営利活動法人です。

 



 

(3) サークル 

名称 代表・連絡先 活動日・場所 対象 会費 目標･内容

長野フットボールクラブﾞ

ジュニア
小学生男子

〃　　ブルーウィンズ 小学生女子

〃　　　ジュニアユース
月、水、金、土、日曜

長野小、大師、赤峯G
中学男子

〃　　　サッカースクール
月、火、水、木、金
長野小、小山田小、三日市小

小学生
　　2千円～

3千円/月

小山田少年サッカークラブ
矢野　多希雄

５３－３９７１

土曜　9:00～17:00

日曜　試合等で未定

小山田小G

他

５千円/3月

その他登録

費等あり

　サッカー競技を通して技術の向上を図るとともに、

集団の中での仲間のへの思いやりや子どもたちの

健全な育成を目指します。

小山田代表

坂本　竹男

５５－１３８９

長野代表

瀧本　泰行

５６－００６１

「河内長野インパルス」

バスケットボールクラブ

ミニの部

水曜　18:00～

土、日曜　9:00～

長野小、小山田小、市

民総合体育館

小学生男女

　バスケットを通して、心技体の育成、また、チーム

ワークの大切さを第一に考え、明るく楽しいスポーツ

の中で強いチーム作りを目指します。

　　　　　〃　　Ｕ－１５
隔週日曜　18:00～

長中
中学生 休止中につき　詳細はお尋ね下さい

小山田源流館

（剣道）

出山　美枝

６３－５５６０

090-3721-

8951

水曜　18：30～21：00

土曜　18:00～21:00

小山田小体育館

木曜　19:30～21:00

長野小体育館

年長～中３
３千５百円/

月
　武道を通じて青少年の精神と身体を鍛えます。

長野レッドソックス

（ソフトボール）

藤原　勝司

54-5178

日曜　月２回程度

小山田小Ｇ
高校生以上 千円/月 会員相互の親睦と技術の向上を図る。

武心會
辻本　武之

52-2650

金曜18:40～

小山田小体育館
小中学生

３千５百円/

月、入会金

が必要

空手拳法・グローブ空手

細川　賢次

細川　秀子

５６－７５５５

千円/月

　女の子のスポーツ種目は多くありません。キック

ベースボールという団体競技を通して仲間づくり、体

力つくり、礼儀を身につけることをモットーに頑張って

います。

土、日

長野小G 　　2千円～

5千円/月飯田　聡

６２－６９５８

長野FCはサッカーを通じて立派な社会人になるとと

もに、サッカー競技力の向上に寄与することを目的と

しています。

長野キックガールズ

（キックベースボール）

第一・第三土曜日

青空グランド

日曜日

長野小

長野

小山田

小学生女子

３百円/月

 

 

２、交流事業 

 (1) スポーツ講習会 

① スポーツチャンバラ講習会 

    日時：平成 17 年６月 25 日（土）、7 月２日（土）   各 10:00～12:00 計２回 

    場所：長野小学校体育館、小山田小学校体育館 

    対象：スクール･サークル会員、地域住民   

  ② フライングディスク講習会 

  日時：平成 17 年 10 月初旬土曜日    各 10:00～12:00 計２回 

  場所：長野小学校グランド、小山田小グラウンド 

対象：スクール･サークル会員、地域住民 

  ③ 中高年のための筋力トレーニング講習会 

    日時：平成 17 年 11 月初旬  他未定 

 

 



 

④ タグラグビー講習会 

日時：平成 18 年１月中旬土曜日    各 10:00～12:00   計２回 

  場所：長野小学校グランド、小山田小グラウンド 

対象：スクール･サークル会員、地域住民 

(2) モックルクラブ・フェスティバル 

  日時：平成 18 年３月 

    場所：未定 

 (3) 特別宿泊事業 

   ① 加太自然学習キャンプ  

    日時：平成 17 年７月 29 日（金）～31 日（日） ２泊３日 

    場所：和歌山県加太国民休暇村 

    対象：小学生（３年以上）のスクール･サークル会員、地域住民 50 名 

   ② スキー＆スノーボード教室 

日時：平成 18 年２月 10 日（金）～12 日（日） ２泊３日（車中１泊） 

    場所：ひるがの高原スキー場 

    対象：小学生（３年以上）のスクール･サークル会員、地域住民 50 名 

 

３、研修事業 

(1) コーチ研修会Ⅰ「スポーツ栄養学と熱中症の予防」  

    日時：平成 17 年７月中旬   講師：未定 

    場所：キックス 

    対象：スクール・サークルコーチ及び保護者 

 (2) コーチ研修会Ⅱ「小学生のための基礎トレーニング」 

日時：平成 18 年１月下旬   講師：未定 

    場所：キックス 

    対象：スクール・サークルコーチ及び保護者 

 

４ 広報事業 

 (1) モックルクラブ通信 

    ３回 各 1000 部 

 (2) インターネットによる情報提供 

ホームページのリニューアル、運営、更新  

  



【収入】

予算額

2,600,000

1,836,000

2,750,000

300,000

551,520

8,037,520

【支出】

予算額

1,600,000

300,000

600,000

300,000

2,186,000

350,000

賃金 1,300,000

クラブハウス維持費 240,000

クラブハウス整備費 300,000

研修事業費 60,000

事務費等 300,000

501,520

8,037,520

＊ｻｰｸﾙの収支決算は各々に行う。

予備費

広報事業費 HP更新・運営、広報紙印刷代、インク代等

合計

総務費

事務用品、印刷代、郵券代等

クラブマネージャー、事務スタッフ謝金

TV、ビデオ、コピー機等

コーチ研修会２回

高熱水費、電話代等

補助金

特別宿泊事業

雑収入

合　　　計

項　　　　　目

前年度繰越

スクール・短期教室運営費

交流事業

平成17年度　収支予算書（案）

備　　　　　　考

スクール、サークル、短期教室、賛助会員

特別宿泊事業参加費（加太自然学習キャンプ、ひるがの高原ス
キー＆スノーボード教室）

（単位：円）

会費収入

項　　　　　目

事業収入

河内長野市（toto）、ライフスポーツ財団、笹川スポーツ財団、南河
内生涯スポーツ推進協議会（予定）、わかば基金

イベント参加収入、自販機等

加太自然学習キャンプ、ひるがの高原スキー＆スノー
ボード教室

備　　　　　　考

会員・コーチ保険代

施設使用料、スポーツ用具購入費

コーチ謝金

スポーツ講習会4回、フェスティバル



会員の推移

Ｈ１６．９月
総合計

男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
スクール 0 0 59 66 3 4 10 57 72 127 199
短期教室 30 12 0 0 0 0 0 0 30 12 42
サークル 0 1 237 68 62 14 57 0 356 83 439
計 30 13 296 134 65 18 67 57 458 222 680

Ｈ１７．２月
総合計

男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
スクール 0 0 73 93 7 7 13 77 93 177 270
短期教室 30 12 0 0 0 0 0 0 30 12 42
サークル 0 1 237 68 62 14 57 0 356 83 439
計 30 13 310 161 69 21 70 77 479 272 751

Ｈ１７．６．８現在
総合計

男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
スクール 0 0 83 103 7 9 12 83 102 195 297
短期教室 18 10 9 24 5 0 5 9 37 43 80
サークル 1 0 246 54 60 4 24 0 331 58 389
計 19 10 338 181 72 13 41 92 470 296 766

指導者体制

スクール指導者 ３３名（有資格者２０名）

短期教室指導者 　６名（有資格者　５名）

サークル指導者 ５０名（有資格者１６名）

高校～一般中学生小学生未就学児

未就学児 小学生 中学生 高校～一般

男女別合計

男女別合計

男女別合計未就学児 小学生 中学生 高校～一般



 

アンケート集計（Ｈ１７年３月に実施） 

基本属性 

 

 

 

モックルクラブ全般について 

 
 
 



 

 

スクールプログラムについて 

 

交流事業、広報事業について 

 

      


