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実施回数

（回）

参加延べ人数

(人)

平均参加者数

(人）

年少 10名 13 38 2.9

年中・年長 最大30名 38 571 15.0

年中・年長 最大30名 37 374 10.1

(長野小)

小1～小2

40名程度 35 1,036 29.6

(小山田小)

小1～小2

40名程度 35 676 19.3

(長野小)

小3～小6

40名程度 36 1,018 28.3

(小山田小)

小3～小6

40名程度 35 618 17.7

小1～一般 35名程度 39 448 11.5

小1～一般 20名程度 66 663 10.0

小1～小3 20名程度 36 503 14.0

小4～小6 30名程度 36 735 20.4

小3以上 20名程度 38 588 15.5

小3～一般

初心者

30名程度 37 298 8.1

小3～高校生

初級～中級

15名程度 37 134 3.6

小4～中学生 20名程度 36 204 5.7

年少～一般 25名程度 46 147 3.2

小学生 25名程度 40 643 16.1

小1～一般 30名程度 39 1,008 25.8

小4以上

ダンスエアロ経験者

15名 35 421 12.0

小学生 25名程度 55 658 12.0

小学生 25名程度 60 899 15.0

一般 25名程度 40 257 6.4

一般 30名程度 41 633 15.4

小1～一般 30名程度 43 816 19.0

小1～一般

※小学生は親子参加のみ

25名程度 37 554 15.0

一般 30名程度 40 332 8.3

一般 30名程度 42 181 4.3

小3～一般 15名程度 23 220 9.6

小3～一般 15名程度 23 154 6.7

小学生～一般 8名程度 24 183 7.6

小学生～一般 8名程度 24 166 6.9

小学生～一般 8名程度 24 150 6.3

小1～中学生 20名 23 163 7.1

年中(４歳児)～

小学生

20名 24 128 5.3

2歳児及び

未就園の3歳児

親子最大30組 38 244 6.4

1262 15,823 12.5

長野小体育館

キッズスポーツ

P.1

定員

活動実績

※実施回数にはイベントの回数も含まれます。

土曜 9:00～10:00

土曜10:20～11:20

対象場所

長野小体育館

小山田小体育館

活動日・時間

キンダースポーツ

土曜 9:15～10:15

プチキンダー 土曜11:20～12:20

Ｎ.Ｏ.Ｂフレンズ

（プレバトン）

ジュニアダンス

バドミントン

３Ｂ体操 土曜10:15～11:45

土曜10:00～11:30

火曜19:00～21:00

木曜19:00～21:00

土曜15:30～16:30

火曜18:30～20:30

ちびっこ武道教室

10月～

水曜18：30～21：00

ミニ

バスケットボール

ジャズ(ベーシック)

日曜12:00～13:00

ピーチスマイル

バレーボール

日曜13:00～15:00

長野小体育館

小山田小体育館

長野小

多目的ホール

金曜19:00～20:30

月曜19:00～20:30

土曜10:00～11:15

日曜16:30～18:00

土曜13:00～14:00

小山田小体育館

土曜13:45～15:15

原則第2･4日曜

9:30～11:00

将    棋

太 極 拳

第2･4水曜

18:00～19:30

書　　道

金曜9:00～10:30

原則第2･4土曜

②14:00～

フ　　　ラ

原則第2･4土曜

①13:00～

第2･4日曜

9:00～10:30

第第第第1111号議案号議案号議案号議案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成平成平成平成24242424年度事業報告年度事業報告年度事業報告年度事業報告

１．スクール・サークル運営事業

（１）スクール

卓　　球

土曜11:20～12:20

小山田小体育館

トータルスポーツ

小山田小体育館

長野小体育館

名称

小山田小体育館

小山田小体育館

土曜11:20～12:35

小山田小体育館

ダンスエアロ

土曜12:45～13:45

10月～

楠小体育館

ヨ    ガ

水曜朝 9:00～10：00

水曜10:00～11:30

土曜 9:00～10:00

親子たいそう教室

　「ちびマミィ」

長野小体育館

武道館（水）

年間実施回数・参加延べ人数・平均参加者数

 武道館その他

クラブハウス

クラブハウス

クラブハウス

金曜10:45～11:45

水曜夜19:30～21:00

原則第2･4土曜

③15:00～

囲　　碁

土曜16:30～17:30

小山田小体育館

三日市ソウブ館

長野小

多目的ホール

武道館

原則第1･3土曜

13:00～14:30

長野小

多目的ホール

クラブハウス

クラブハウス

キックス(水)

多目的ホール

武道館

長野小(土）

多目的ホール

長野小

多目的ホール



対象

小学生男女

中学生男子

　サッカー

スクール

長野･小山田

三日市教室

小学生男女

キッズ

スクール

3歳児

4歳児

5歳児

小学生

年少～男女

小学生男女

年長～

　中学3年

小・中学生

3歳～

中学生

中学生

（2）サークル

河内長野インパルス

（ミニバスケットボール）

名称

小山田

サッカークラブ

土・日

長野小Ｇ

活動実績

P.2

平成24年

4月  1日 大成会館主催  大阪ちびっこ空手道選手権

     8日 隆拳塾主催　AROUND,5

    15日 第8回関西少年グローブ空手大会

5月 20日 第2回競拳ジュニアキック

6月 24日 第2回D-RACE

7月  1日 SHOW THE SPIRIT Ⅳ～勇気の扉

    15日 第3回競拳ジュニアキック

8月 26日 月心会 大阪ちびっこ空手道　真っ向勝負2012

9月  9日 拳聖会 K-GATE  7

10月28日 S-1 SUPER KICK

11月18日 KJCTITLEMATCH＆競拳ジュニアキック

    25日 截空道　ＺＥＲＯグローブ 空手全日本大会

12月 9日 第7回NPO法人 全日本グローブ空手道連盟　全日本大会

    24日 月心会 大阪ちびっこ空手道選手権大会

平成25年

1月 20日 KJC TITLMATCH＆競拳ジュニアキック　AJGKFチャンピオン決定戦　決戦

2月 24日 隆拳塾主催 アラウンド

3月 17日 第7回 KJC TITLEMATCH＆BC王座決定トーナメント

    24日 龍生塾主催　第39回関西グローブ交流大会

    31日 大成会館主催　大阪ちびっこ空手2013

小山田小体育館

長野小体育館

BLUE SKY

（バレーボール）

月：千代田中学校

木：千代田小学校

18:00～20:30

(たまに21:00)

7月全国ヤングクラブバレーボール大会大阪府予選出場

3月大阪府ヤングバレーボールクラブ交流大会参加、BBQ

7月発表会出演　10月ほのぼのフェスタ出演　11月大阪府スポレク出演、老人ホーム出演

12月ナガスポクリスマス会出演　3月ナガスポフェスタ出演

活動場所

ジュニアユース

Ai     b

（バトン）

月・火・金

長野小体育館

小山田小体育館

土

長野小体育館

市民総合体育館

河内長野

バトントワリングクラブ

グローブ空手

眞道會館

眞鍋道場

小山田源流館

（剣道）

長

野

フ

ッ

ト

ボ

ー

ル

ク

ラ

ブ

長野小体育館

小山田小体育館

平成24年

4月 30日 第32回マリ・バトンスクールコンペティション

5月 19日 大会河内長野バトントワリングコンテスト

6月 10日 第30回関西バトントワリングコンテスト

10月21日 ほのぼのフェスタ　28日体操フェスティバル

11月11日 スポーツラリー

12月 2日 アクティングカップ競技大会　24，25日全国共通技能検定

平成25年

2月  2日 第15回大阪バトントワリングコンテスト

     3日 第5回大阪バトントワリング競技大会

　  16日 第38回全日本バトントワリング選手権関西大会

3月 10日 スポーツフェスタ

平成24年

4月 15日 第39回泉大津少年剣道大会

5月  6日  第9回広川少年剣道大会

6月  7日第5回 河内長野市市民スポーツ大会→小3の部優勝　小4の部優勝,2位　小5の部優勝

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中3男子優勝　中学女子優勝　高校の部優勝

6月 30日 第45回 大阪府少年剣道大会

7月 29日 全日本少年少女武道（剣道）練成大会

8月   4日 第61回十津川剣道大会→小学低学年三位

8月 10-11日 神武館旗争奪少年剣道個人選手権大会

8月 17-19日 小山田源流館　夏合宿

8月 25日 川上村　第10回記念剣道交流大会→小3,4年三位　小5,6年敢闘賞　小5,6年女子三位

8月 26日 第47回 大阪府下選抜少年剣道大会→低学年団体三位　個人低学年

9月 17日 門真市剣友会創立40周年記念剣道練成会

11月 3日 習心館道場　第52回剣道大会

11月 4日 忠臣蔵旗少年剣道大会

11月11日 第52回近畿少年剣道練成大会→少年団体　敢闘賞

12月 8日 第10回三劔杯争奪少年剣道個人練成会（中学）

12月 9日 第10回三劔杯争奪少年剣道個人練成大会（小学）→小4の部 三位 敢闘賞　　小5の部 敢闘賞

12月16日 第9回修道館杯50周年記念少年剣道大会→個人高学年 三位

12月22,23日 京都太秦剣道部創立50周年記念練成大会→低学年団体三位

平成25年

1月  3日 第43回 全国選抜 近県少年剣道練成大会→低学年団体三位 低学年優秀賞

1月  6日 小山田源流館杯争奪練成大会

2月 10日 第9回西善延争奪青少年選抜剣道大会

2月 25日 第4回三劔会杯少年剣道優勝大会

2月 26日 第38回関西選抜少年剣道優勝大会

3月  2日 近畿選抜少年剣道大会→低学年団体　三位

3月  4日 第6回都島剣道優勝大会→低学年団体三位　　高学年団体三位

3月 25日 大阪剣武館創立20周年記念少年剣道　低学年団体三位

月･火･水･木･金

各小学校

水

てんとう虫ﾊﾟｰｸ

フットサル場

水・土・日

長野小体育館

ジュニア

月・水・金

土・日

長野小Ｇ

赤峰G・大師G

土

9:00～17:00

小山田小Ｇ

日曜

試合等未定

ジュニア

ライフカップ大阪府少年サッカー選手権　大阪ベスト4

ニッポンハムカップ関西少年サッカー大会　関西ベスト8

ジュニアユース

U-13 ヤマトタケル関西リーグ出場

U-15 アドバンスリーグ2部優勝　1部昇格決定

U-14 大阪CYサッカートーナメントベスト4

U-14 播磨ライズカップ優勝

U-15 第24回大阪招待中学生サッカー大会ガンバカップ出場決定

U-14 大阪クラブユースリーグ1部優勝

ス

ク

ー

ル

事

業



２２２２、、、、スポーツスポーツスポーツスポーツ・・・・レクリエーションレクリエーションレクリエーションレクリエーションにににに関関関関するするするする講習会講習会講習会講習会・・・・研修会研修会研修会研修会

  (1) 各種スポーツ講習会

     ① 体力測定会 

日時：平成24年4月29日（日）

場所：長野小学校

対象：スクール･サークル会員（小3～一般）　　　　　　　　　　　　　 参加者１３５名

協力：関西学院大学、大阪府立大学,神戸親和女子大学、スポーツ推進委員会

     ② チャレンジスイミング

日時：平成24年7月14日（土）7月28日（土）　　計2日4部

場所：小山田小プール、長野小プール

対象：スクール･サークル会員（小学生）　　　　　　　　　　　　　 参加者204名

  協力：財団法人　健康管理・開発センター（ウェルネス　フォレスト三日市）

     ③サイクルチャレンジ

日時：平成24年10月14日（日）

場所：長野小学校（グランド）

対象：スクール･サークル会員（小学生）　　　　　　　　　　　　

協力：ウィーラースクールジャパン　 参加者9名

　　　　財団法人自転車センター関西サイクルスポーツセンター

     ④ ファミリートレッキング

日時：平成24年11月4日（日）

場所：滝畑～岩湧山～天見

対象：スクール･サークル会員及び保護者　　　　　　　　　　　　 参加者15名

協力：大阪府山岳連盟

  （2）研修会

     「救命救急講習会」

     日時：平成24年4月29日（日）

場所：長野小学校体育館

対象：スクール・サークルコーチ　　　 参加者31名

指導、協力：河内長野市消防本部

  （3）サマースポーツキャンプ（マリンスポーツ）

日時：平成24年7月21日（土）7月22日（日）1泊２日

 場所：大阪府立青少年海洋センター/大阪府泉南郡岬町淡輪

対象：原則、小３～中３のスクール･サークル会員　　　　　　

参加者17名

  （4）ウィンタースポーツキャンプ（スキー、スノーボード）

日時：平成25年2月2日（土）、2月3日（日）　１泊２日

場所：ハチ高原スキー場/兵庫県養父市

対象：小3以上のスクール･サークル会員及び保護者　　　　　　　　　　　参加者72名

協力：大阪府スキー連盟所属「野うさぎスキークラブ」

３３３３、、、、スポーツスポーツスポーツスポーツ・・・・レクリエーションレクリエーションレクリエーションレクリエーションにににに関関関関するするするする大会大会大会大会・・・・イベントイベントイベントイベント

      ①　みんなのスポーツフェスタ2013

日時：平成25年3月10日（日）

場所：長野中学校（体育館、グランド）

対象：スクールサークル会員及び地域住民　　　　　　　　 　　　　　　　　参加者延べ800名

協力：河内長野市スポーツ推進委員会、

       長野中学校区青少年健全育成会、長野中学校区青少年指導員連絡協議会

       ウィーラースクールジャパン、財団法人自転車センター関西サイクルスポーツセンター

P.3



      ②その他のイベント

      　　　ミニバス交流イベント

日時：平成24年7月21日（土）

対象：ミニバス会員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 参加者14名

協力：岬町総合型地域スポーツクラブ みさきタコクラブ

      　　　第5回大阪府総合型地域スポーツクラブ交流大会

日時：平成24年11月18日（日）

場所：大阪府門真スポーツセンター　なみはやドーム

対象：スクール会員　（N.O.Bフレンズ） 参加者33名

      　　　ハッピークリスマス

日時：平成24年12月22日（土）

場所：長野小体育館

対象：スクール会員　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 参加者223名

      　　　冬休み宿題タイム　書道

日時：平成24年12月22日（土）

場所：クラブハウス

内容：書道（書初め）

対象：スクール・サークル会員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 参加者10名

４４４４、、、、クラブマネージャークラブマネージャークラブマネージャークラブマネージャー及及及及びびびびスポーツスポーツスポーツスポーツにににに関関関関するするするする指導者派遣事業指導者派遣事業指導者派遣事業指導者派遣事業

　　　①平成24年度近畿ブロッククラブミーティング2012

日時：平成24年10月13日（土）14日（日）

場所：大阪教育大学柏原キャンパス

対象：近畿ブロック内総合型地域スポーツクラブ関係者

内容：大阪府の活動報告

      ②しまもとバンブークラブ

日時：平成25年1月20日（日）

場所：島本町立体育館二階研修室

対象：しまもとバンブークラブ役員

内容：総合型地域スポーツクラブにおける法人化のメリット・デメリットについて

    　③滋賀県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会

日時：平成25年2月26日（火）

場所：滋賀県野洲市さざなみホール多目的ホール

対象：滋賀県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会加盟クラブ

内容：総合型地域スポーツクラブにおける法人化のメリット・デメリットについて

５５５５、、、、広報事業広報事業広報事業広報事業

  (1) クラブ通信発行 2回　各3,500部

  (2) クラブハウスだより発行 7回　各600部程度

  (3) インターネットによる情報提供  ホームページの運営、更新

  (4) イベントへの参加 ジュニアダンスフェスティバル、ほのぼのフェスタ、

囲碁「大阪秋の陣」、府民スポーツレクリエーションフェスティバル

ピーターパン発表会、ふれあい楽市きらく市、

市こ連クリスマス会、ライフ親子囲碁大会

  (5) 体験会等チラシ配布 新聞折込　 6,000部×２回

市内小学校・幼稚園（長野中学校、長野小学校、

小山田小学校、楠小学校、清教幼稚園） 2,500部
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６６６６、、、、そのそのそのその他他他他のののの目的目的目的目的をををを達成達成達成達成するためにするためにするためにするために必要必要必要必要なななな事業事業事業事業

　　 （1）会議の開催

総会　1回　・　理事会　6回　・　コーチ会議　4回　

　　 （2）総合型地域スポーツクラブ関連事業

総合型地域スポーツクラブ育成推進事業「第1回総合型クラブ交流会」

日時：平成24年5月13日（日）

場所：淡輪ときめきビーチ及びせんなん里海公園

内容：地引網体験、ノルディックウォーキング体験

全国スポーツクラブ会議への参加

日時：平成24年5月19日（土）20日（日）

場所：和歌山県田辺市紀南文化会館

大阪SCねっと　中地域交流会

日時：平成24年6月23日（土）

場所：長野総合スポーツクラブ　クラブハウス

内容：活動視察、法人化のメリット・デメリットについて

総合型地域スポーツクラブ育成推進事業「第2回総合型クラブ交流会」

日時：平成25年1月6日（日）

場所：大阪府南河内郡千早赤坂村

内容：金剛山ハイキング
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平成24年 4月 1日

平成25年 3月31日

特定非営利活動法人長野総合スポーツクラブ

大阪府河内長野市荘園町１２番４号

 



特定非営利活動法人長野総合スポーツクラブ
(単位：円)

平成25年 3月31日 現在

（税込）

全社

特定非営利活動に係る事業会計財産目録

《資産の部》

 【流動資産】

     （現金・預金）

        現      金         193,989

        普通  預金

          ゆうちょ銀行       1,861,258

          三菱東京UFJ銀行       1,746,646

          大阪南農業協同組合             719

        定期  預金

          大阪南農業協同組合       1,427,122

            現金・預金 計       5,229,734

     （売上債権）

        未  収  金

          施設使用料返金分             600

          平成24年度収入           4,000

            売上債権 計           4,600

     （その他流動資産）

        前払  費用

          平成25年度費用         236,660

            その他流動資産  計         236,660

                 流動資産合計       5,470,994

 【固定資産】

     （有形固定資産）

        什器  備品

          コピー機         158,286

          アンプ・マイク          39,584

          ルームエアコン          65,975

            有形固定資産  計         263,845

                 固定資産合計         263,845

                    資産の部  合計       5,734,839

《負債の部》

 【流動負債】  

        未  払  金

          従業員給料3月分         354,841

          会計事務所決算料分         126,000

          平成24年度費用         117,703

        前  受  金

          平成25年度収入         713,500

        預  り  金         517,000

        未払消費税         178,200

                 流動負債  計       2,007,244

                    負債の部  合計       2,007,244

  

                    正味財産       3,727,595



特定非営利活動法人長野総合スポーツクラブ (単位：円)

平成25年 3月31日 現在

（税込）

全社

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

《資産の部》

 【流動資産】

     （現金・預金）

        現      金         193,989

        普通  預金       3,608,623

        定期  預金       1,427,122

            現金・預金 計       5,229,734

     （売上債権）

        未  収  金           4,600

            売上債権 計           4,600

     （その他流動資産）

        前払  費用         236,660

            その他流動資産  計         236,660

                 流動資産合計       5,470,994

 【固定資産】

     （有形固定資産）

        什器  備品         263,845

            有形固定資産  計         263,845

                 固定資産合計         263,845

                    資産の部  合計       5,734,839

《負債の部》

 【流動負債】  

        未  払  金         598,544

        前  受  金         713,500

        預  り  金         517,000

        未払消費税         178,200

                 流動負債  計       2,007,244

                    負債の部  合計       2,007,244

《正味財産の部》

 【正味財産】  

        正味  財産       3,727,595

        (うち当期正味財産増加額)         391,181

                 正味財産  計       3,727,595

                    正味財産の部  合計       3,727,595

                    負債・正味財産合計       5,734,839
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平成25年 3月31日

特定非営利活動法人長野総合スポーツクラブ

大阪府河内長野市喜多町４８５番地

 



(単位：円)特定非営利活動法人長野総合スポーツクラブ

自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日

（税込）

全社

特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

《経常収支の部》

 ［経常収支の部］

   【経常収入】  

        事業  収入      12,810,033

        助成金収入         638,094

        正会員会費収入         104,000

        賛助会員会費収入          45,000

        受取利息収入             580

             経常収入  計      13,597,707

   【事業費】

        事　業  費       2,667,943

        給料及び謝金(事業)       3,667,310

        旅費交通費(事業)         996,900

        備品消耗品費(事業)         223,841

        施設使用料         488,300

        雑費(事業)          88,556

             当期事業費 計       8,132,850

             合      計       8,132,850

             事業費  計       8,132,850

   【管理費】

        給料  手当       3,029,928

        福利厚生費           1,899

        通  信  費         331,223

        水道光熱費         270,567

        旅費交通費          23,400

        広告宣伝費           5,000

        接待交際費          25,295

        会  議  費         131,397

        事務用消耗品費         182,484

        備品消耗品費          76,015

        新聞図書費           2,625

        修  繕  費          19,950

        地代  家賃          60,000

        保  険  料          23,110

        租税  公課         178,200

        諸  会  費          10,000

        慶  弔  費          36,000

        支払手数料         465,545

        雑      費           2,918

             管理費  計       4,875,556

                 経常収支差額         589,301

 ［その他資金収支の部］

   【その他資金収入】  

             その他資金収入  計               0

   【その他資金支出】

             その他資金支出  計               0



(単位：円)特定非営利活動法人長野総合スポーツクラブ

自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日

（税込）

全社

特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

                 当期収支差額         589,301

                 前期繰越収支差額       2,867,349

                 次期繰越収支差額       3,456,650

《正味財産増減の部》

   【正味財産増加の部】  

        当期収支差額         589,301

             正味財産増加の部  計         589,301

   【正味財産減少の部】

        什器備品減価償却額         198,120

             正味財産減少の部  計         198,120

                 当期正味財産増加額         391,181

                 前期繰越正味財産額       3,336,414

                 当期正味財産合計       3,727,595



第第第第3333号議案号議案号議案号議案

　会長 巽　　　勝　彦

　副会長 長谷川　行　夫 バドミントン

　理事長･事務局長 杉　岡　亜　土 特非)長野ＦＣ

　副理事長 稲　垣　勝　裕 ミニバスケットボール

　常任理事 木　下　みどり ちびマミィ・プチキンダー

　常任理事 岩　田　真砂美 キンダースポーツ

　常任理事 藤　原　美　紀 ちびマミィ

　理事 矢　野　多希雄 小山田サッカークラブ

　理事 井　上　昭　応 アウトドアスタッフ

　理事 山　本　千栄子 スポーツ推進委員

　理事 濱　野　千　鶴 キンダースポーツ

　理事 波戸岡　京　子 キッズ･トータル

　理事 澤　井　貴　子 ピーチスマイル

　理事 栗　原　智　子 事務局

　監事 宮　本　正　幸

　監事 池　田　龍　子

　特別顧問 浦　尾　雅　文 河内長野市議会議員

　特別顧問 西　野　修　平 大阪府議会議員

　顧問 平　山　　　猛 長野中学校長

　顧問 大　西　誠　子 長野小学校長

　顧問 池　田　　　隆 小山田小学校長

　顧問 山　本　敏　貢 大阪千代田短期大学副学長

平成25年度　長野総合スポーツクラブ役員名簿
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事業名: カフェテリアスクール

内容/ 自分の好きな基本のスクールをひとつ選んで参加、追加料金で複数のスクールに参加可能です。

場所/

日時/ 1スクール週1回及び2回または月2回

対象/ 一　般

②スポーツ・文化に関するサークル推進事業　※別紙プログラム紹介参照

事業名: 地域で活動するサークルへの会議室等提供

内容/ それぞれのチーム等によって運営され、会費もそれぞれ異なります。

場所/ クラブハウス内

日時/ 1サークル週1回

対象/ 一　般

1 事業名: 各種スポーツ講習会、研修会

内容/

場所/ 長野小学校

日時/

対象/ 一　般

内容/

場所/ 長野小学校及び小山田小学校

日時/

対象/ 一　般

内容/

場所/ 奥河内

日時/

対象/ 一　般

2 事業名: 研修会

内容/ 一　般

場所/ 河内長野市民交流センター

日時/

対象/ 一　般

3 事業名: サマースポーツ・キャンプ

内容/ カヌー体験

場所/ 京都府南山城少年自然の家（木津川）

日時/

対象/ 一　般

①スポーツ・文化に関するスクールの設置・運営事業 ※別紙プログラム紹介参照

(1)特定非営利活動に係わる事業

第4号議案

特定非営利活動法人特定非営利活動法人特定非営利活動法人特定非営利活動法人　　　　長野総合長野総合長野総合長野総合スポーツクラブスポーツクラブスポーツクラブスポーツクラブ

事事事事　　　　業業業業　　　　計計計計　　　　画画画画　　　　書書書書　（　（　（　（案案案案））））

（２０１３年４月１日～２０１４年３月３１日）

事業実施方針

以前より取り組んできた地域でのスクール・サークル運営事業は、地域の皆様に物心両面のご支援によりすでに完

成し、運営されていますが、子どもの体力低下傾向に歯止めをかけ、スポーツ実施率を向上させ、生涯スポーツ社

会を実現すること、また文化的活動とあわせて次代を担う子供達の健全育成や地域住民の健康増進、交流を促進

し、あたたかく活力あふれるまちづくりに寄与することを目指します。また地域住民参加型の交流事業・研修事業

を行い、地域に愛され、認められる法人を目指します。これらの事業により、財政基盤を確立し、今以上の法人の

拡大を目的とします。

2013年4月28日

2013年7月27日～28日

水泳講習会

トレッキング講習会

2013年10月下旬

2013年7月13日　2013年7月20日

2014年2月下旬
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長野小学校・小山田小学校・武道館・クラブハウス等

③スポーツ・レクリエーションに関する講習会・研修会の開催事業

体力測定会



4 事業名: ウインタースポーツ・キャンプ

内容/ スキー・スノーボード

場所/ 兵庫県養父市（ハチ高原スキー場）

日時/ 2014年2月1日～2日

対象/ 一　般

④スポーツ・レクリエーションに関する大会・イベントの企画・開催事業

1 事業名: みんなのスポーツフェスタ

内容/ 演技発表、レクリエーションゲーム、ミニ運動会

場所/ 長野中学校

日時/

対象/ 一　般

2 事業名: その他のイベント

内容/

場所/ 長野小学校・小山田小学校・クラブハウス・なみはやドーム

日時/ 随時

対象/ 一　般

⑤クラブマネージャー及びスポーツに関する指導者派遣事業

事業名: クラブマネージャー講師派遣事業

内容/ クラブ運営に関する講演

場所/ 随時

日時/

対象/ 行政関係者及び総合型スポーツクラブ関係者

⑥スポーツに関する行政など関係機関からの受託事業

本年においては予定なし

⑦スポーツに関する行政など関係機関からの施設運営受託事業

本年においては予定なし

1 事業名: 情報発信事業

内容/ ホームページによるスポーツ・レクリエーション情報発信

場所/ 長野総合スポーツクラブクラブハウス

日時/ 随時

対象/ 一　般

2 事業名: 情報発信事業2

内容/ 情報誌発行によるスポーツ・レクリエーション情報発信

場所/ 長野総合スポーツクラブクラブハウス

日時/ 年2回（5月及び10月）

対象/ 一　般

1 事業名: 10周年記念事業

内容/ 記念タオル作成

2 事業名: 地域イベント参加事業

内容/ 地域のイベントにサポートスタッフとして参加

日時/ 随時

対象/ スタッフ

3 事業名: 総合型スポーツクラブ関連事業

内容/

日時/ 随時

対象/ スタッフ

本年においては予定なし

総合型スポーツクラブを対象として開催される、講習会・研修会等への参加

随時
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①物品販売事業

⑧スポーツ・レクリエーションに関する情報発信事業

⑨その他の目的を達成するために必要な事業

(2)その他の事業

2014年3月9日（日）

クリスマス会、宿題タイム、総合型クラブフェスタ参加



活動日・時間 場所 対象・定員 目標・内容

金曜10:45～11:45

武道館

その他

2歳及び

未就園の3歳児

親子最大30組

1歳児→要相談

行動範囲も広くなり、色んなことに興味を持ち始める頃です

が、普段家庭の中ではついつい行動を制限してしまう場面も

多いのでは？

ちびマミィで普段できないような動きや遊びをおうちの方と

一緒に広い場所で思い切り体を動かして楽しみましょう。季

節の行事や製作もします。

土曜11:20～12:20 長野小体育館

年少(3歳児）

最大10名まで

プチキンダー担当のコーチと一緒にキンダースポーツに参加

します。年長、年中のお兄ちゃんお姉ちゃん達の動きを身近

に感じ、個性を十分に発揮しながら体を動かす楽しさを体験

します。

土曜11:20～12:20 長野小体育館

年中(4歳児）

年長(5歳児）

最大25名まで

土曜 9:15～10:15 小山田小体育館

年中(4歳児）

年長(5歳児）

最大30名まで

キッズ

スポーツ

土曜 9:00～10:00 長野小体育館

小1～小2

40名程度

キンダースポーツから発展した、遊び感覚のプログラムで、

マット、跳び箱、ドッジボール、ミニサッカー、ポートボー

ル等で楽しくスポーツに親しむキッカケづくりを目指しま

す。

トータル

スポーツ 土曜10:00～11:15 長野小体育館

小3～小6

40名程度

キッズスポーツから発展した運動プログラムでマット、跳び

箱、ドッジボール、ミニサッカー、ミニバスケット等の基本

的な技術を身につけ楽しく体力アップを目指します。

仲間と一緒にLet's　Sport!

キッズ

スポーツ

土曜10:15～11:15 小山田小体育館

小1～小2

40名程度

キンダースポーツから発展した、遊び感覚のプログラムで、

マット、跳び箱、ドッジボール、ミニサッカー、ポートボー

ル等で楽しくスポーツに親しむキッカケづくりを目指しま

す。

トータル

スポーツ 土曜11:15～12:30 小山田小体育館

小3～小6

40名程度

キッズスポーツから発展した運動プログラムでマット、跳び

箱、ドッジボール、ミニサッカー、ミニバスケット等の基本

的な技術を身につけ楽しく体力アップを目指します。

仲間と一緒にLet's　Sport!

土曜13:50～15:20 小山田小体育館

小1～一般

25名程度

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。

火曜19:00～21:00

木曜19:00～21:00

土曜15:35～16:35

小1～小3

20名程度

土曜16:35～17:35

小4～小6

35名程度

日曜16：30～18：00

小3～小6

30名程度

真剣に！本格的に！バスケットマンを目指す方なら大歓迎、

バスケの基本をきっちり学びましょう.

日曜12:30～14:30

小3～一般

初心者から

24名程度

バドミントンは女子のスポーツと思っていませんか。男子に

とっても手ごたえのあるスポーツです。バドミントンの楽し

さを知ってもらい、ゲームができるように丁寧に指導しま

す。色々な運動も取り入れています。ラケットの使い方や

フットワークなど、はじめは難しくてしんどいかもしれませ

んが、続ければ面白さがわかり、きっと好きになります。

火曜18:30～20:30

小3～一般

初級から中級者

12名程度

バドミントンをやっているが、物足りない、もっとうまくな

りたいと思っている人にいろいろな技術指導を行います。練

習はちょっときついかもしれませんが、やる気のある人は参

加して下さい。

水曜 18:30～21:00 楠小体育館

小4～中学生

20名程度

基本からバレーボールの技術を習得し、楽しみましょう。ス

クールを通じて、バレーボールが大好きになって欲しいと願

います。

※参加年齢層や人数により時間を分けて活動となることがあ

ります。

活動日・時間 場所 対象・定員 目標・内容

P.14

スクールプログラムスクールプログラムスクールプログラムスクールプログラム

長　野

小山田

自分の好きな種目、会場、時間を選んでプログラムに参加できます。プログラムへの参加は年間運営費

とそれぞれのスクール料が必要です。（カフェテリアシステム）

活動場所について・・・ナガスポの活動は、市の公共施設を利用していますが、抽選状況により

変更になる場合がありますことをご理解、ご了承願います。

「自分のからだを上手に使おう！」これは子供たちがこれか

らスポーツをする上で基礎になる大事なことです。体育館の

中が公園に変身！体を動かす=体がいろんな動きを経験する

＝動くのが楽しくなる・・・心も体もたくましく！たくさん

の動きを経験してキッズスポーツへと繋がります。

名称

名称

ちびマミィ

（おやこ教室）

　

後援：公益財団法人

　　ライフスポーツ財団

プチキンダー

後援：公益財団法人

　　ライフスポーツ財団

卓球を通じて、あいさつなどのマナー向上を図るとともに、

基礎的技術をマスターすることをめざします。

小1～一般

15名程度

小山田小体育館

卓　　球

キンダースポーツ

後援：公益財団法人

　　ライフスポーツ財団

ゲームを通じてバスケットボールの楽しさを体験しましょ

う！運動が苦手でも、背が低くても、小1から小6まで誰でも

楽しめますよ

小山田小体育館

スクールプログラムスクールプログラムスクールプログラムスクールプログラム

小山田小体育館

ミニ

バスケットボール

バドミントン

バレーボール



土曜10 :00～11:30 三日市ソウブ館

年少(3歳児)～小6

15名程度

古武道を基本理念に掲げ、幼児・子供達が楽しみながら武道

の精神を学べるようスポーツ感覚も加味し、礼儀・作法を幼

少より学び、自分に厳しく他人を思いやる精神を養うことを

目標とする。

水曜10:00～11:30 武道館

一般

30名程度

金曜9:00～10:30 武道館

一般

30名程度

土曜10:15～11:45

長野小

多目的ホール

一般

25名程度

3B体操で体も心もイキイキと！

ストレッチ、手具体操、ダンス、筋力アップ等音楽に合わせ

て仲間と楽しみながら行う健康体操です。続けて行うことで

身体機能が維持・増進されることを目指します。遊びの運動

やシニア向けの体操も対象者に合わせて行っています。初心

者歓迎します。

水曜朝 9:00～10：00 武道館

一般

30名程度

土曜 9:00～10:00

長野小

多目的ホール

小1～一般

25名程度

※小学生は親子参加のみ

水曜夜19:30～20:30

キックス

多目的スタジオ

小1～一般

30名程度

※小学生は親子参加のみ

土曜13:00～14:00

長野小

多目的ホール

小学生

20名程度

楽しい音楽に合わせて体を動かしながら、基本のステップ、

柔軟性などを身につけていきます。

元気いっぱい、笑顔いっぱい頑張っています。

ダンスエアロ

土曜12:35～13:35

小1～一般

30名程度

ダンスしてみたいけれど、ちょっとはずかしい・・でもここ

に一歩足を踏み込んだら、いつのまにかHappy Smileになっ

ちゃうよ！学年の壁を越えて大きなダンス友達の輪が広がっ

ています。１曲通して踊れるようになる頃にはダンス大好

きっ子になってるはず！発表の場も増えて、自信もついてき

たようです。楽しさ第１に今年もがんばります！

ジャズ

　（ベーシック）

日曜14:30～15:30

小４以上

ダンスエアロ経験者

１５名

ダンスが楽しくなってきたら「もっと上手になりたい」

「カッコいいダンスを踊ってみたい」と思うのは当然の事

そんな熱～い子ども達の声からできたステップアップを

めざすクラスです。ちょっとスパイスをきかせてダンサー

気分で踊るともうやみつきになるかも・・・！

金曜18:00～19:30 長野小体育館

小学生

25名程度

月曜18:00～19:30 小山田小体育館

小学生

25名程度

第2･4日曜

9:00～10:30

長野小

多目的ホール

中学生～一般

15名程度

第2･4水曜

18:00～19:30

キックス

多目的スタジオ

中学生～一般

15名程度

原則第2･4日曜

9:30～11:00

クラブハウス

小1～中学生

20名まで

将棋に親しみ、いろいろなパートナーと将棋を指すことで

将棋のルールを楽しく身につけ集中力や根気を養いましょ

う。

第１・３土曜

13：00～14：30

クラブハウス

年中（4歳児）～小6

20名程度

［きちんとあいさつ］［みんなで一緒に楽しもう］「思いやりの心を大

切に］［考えることはおもしろい］以上4つの方針から感性を伸ばし、

心身を健全に育てます。

原則第2･4土曜

13:00～14:00

小１～一般

8名程度

原則第2･4土曜

14:00～15:00

小１～一般

8名程度

原則第2･4土曜

15:00～16:00

小１～一般

8名程度

P.15

将    棋

書　　道　①

太 極 拳

ちびっこ武道教室

（スポーツチャンバラ）

ピーチスマイル

Ｎ.Ｏ.Ｂフレンズ

(プレバトン）

フラハラウ

マーラプア

(フラ)

ジュニアダンス

ゆっくりとした動きで心身を鍛える太極拳は中国の伝統的な

武術・健康法です。腹式呼吸が基本の動作は呼吸器官を

鍛えるのに役立つと共に足腰を強化する効果もあり高齢者

の転倒予防にもなります。

ヨ    ガ

仕事やスポーツ等日常生活の中で、知らないうちに身につい

た体癖を取り除き身体を修正する。脊椎を中心に身体全体の

歪みをなくし神経、ホルモンの動きを高め血液循環を良くし

内臓を強化することにより自然治癒力が高まり自然に健康に

なる。

又、呼吸行法により酸素の吸収力が高まり血液が浄化され

頭脳や自立神経の動きも高まる。内体面ではまず健康になり

そして美しくなります。

３Ｂ体操

筆を持って文字を書く、日頃の雑念・ストレスを忘れ、力強

く字を書くことで精神統一、身も心も健康につながります。

また、子供達の個々の個性が発揮できる楽しい時間。そして

平安時代から日本だけが持つ“かな”文字の美しさ、これら

をマスターし、暑中見舞い・年賀状などその他独自の作品を

作ってみませんか？

（スクール料に半紙、ノート代は含みます。）

クラブハウス

バトンやポンポン・その他色んな手具を使って、楽しく踊

り、年数回の出演を通して人前で演技する「わくわく感」を

感じてもらえたらサイコーですね！！一緒にハジケましょ

う！！

ハワイアンミュージックを聞いたり、歌ったり、そしてフラ

にも携わってみませんか？親子参加や小学生の参加について

は事務局にご相談下さい。

小山田小体育館

書　　道　②

書　　道　③

囲　　碁



代表・連絡先 活動場所 対象 会費 目的・内容

土・日

長野小Ｇ

小学生男女

2千円～

3千円/月

月・水・金

土・日

長野小Ｇ

赤峰G・大師G

中学生男子 7千円/月

サッカースクー

ル

長野･小山田･

三日市教室

月・火・水・

木・金

各小学校

小学生男女

2千5百円～

4千円/月

キッズスクール

水

てんとう虫ﾊﾟｰｸ

フットサル場

3歳児

4歳児

5歳児

3千5百円/月

土曜

9:00～17:00

小山田小Ｇ

日曜

試合等未定

小学生 6千円/3ヶ月

サッカー競技を通して技術の向上を図る

と共に集団の中での仲間への思いやりや

子供たちの健全な育成を目指します。

毎月

第2・4土曜日

9：00～12：00

年長児

保険代

800円/年のみ

遊び感覚でサッカーを楽しみながら、ス

ポーツを好きになり同時に友達の輪を広

げることを目的とします

細川　賢次

細川　秀子

56-7555

090-3944-0081

水・土・日

長野小体育館 小学生男女 千円/月

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。

西﨑　幸恵

54-3167

090-7366-0369

（木）

長野小体育館

（土）

小山田小体育館

年長～中学3年

基本組1500円

～／月

防具組3500円

／月

武道を通じて青少年の精神と身体を鍛え

ます。

http://homepage3.nifty.com/genryukan

/

小学生

3千5百円/月

入会金必要

中学生

４千円/月

入会金必要

セリオサ　美穂

54-6054

土

長野小体育館

市民総合体育館

年少～男女 3千円/月

バトンを通じて心と身体を鍛え　バトン

テクニックはもちろん、表現力を養いま

す。

西野　智子

54-6677

090-4032-6947

月・火・金

長野小体育館

小山田小体育館

 3才～中学生

3千円/月

年会費必要

バトンの技術向上を目指しながら　表現

する楽しさを感じてもらえるレッスンを

心掛けています。

中岡　由紀

0721-54-4758

090-9622-5351

月：千代田中学校

木：千代田小学校

18:00～20:30

(たまに21:00)

中学生 1000円/月

月に6～8回練習予定

公式戦出場未定

P.16

BLUE SKY

バレーボール

Ai.b

(バトン)

眞鍋　健児

090-1907-

8028

河内長野

バトントワリング

クラブ

グローブ空手

　　　　　眞道會館

眞　鍋　道　場

空手拳法・グローブ空手

http://www.ican.zaq.ne.jp/euazm100

長野ＦＣはサッカーを通じて立派な社会

人になると共に、サッカー競技力の向上

に寄与する事を目的としています。

　　http://www.naganofc.org/

飯田　聡

62-6958

名称

小山田サッカークラブ

キッズスクール

小山田源流館

      （剣道）

（月）

長野小体育館

（金）

小山田小体育館

河内長野インパルス

矢野多希雄

090-1024-5765

小山田

サッカークラブ

サークルサークルサークルサークル

長

野

フ

ッ

ト

ボ

ｌ

ル

ク

ラ

ブ

ジュニア

ジュニアユース

ス

ク

ー

ル

事

業

それぞれのチーム等によって運営され、会費もそれぞれ異なります。メンバーはサークル会員と

して、クラブのさまざまな行事に参加が可能です。入会は各連絡先へ。



（単位：円）

H24決算額 H25予算額 備　　　考

149,000149,000149,000149,000 208,000208,000208,000208,000

0 3,000

51,000 52,000

0 0

53,000 53,000 サークル会費

45,000 100,000

0 0

　　 0000 0000

4,445,1974,445,1974,445,1974,445,197 5,315,0315,315,0315,315,0315,315,031

3,907,103 3,868,031 スクール会費

538,094 1,447,000 ライフスポーツ財団/toto

0 0

0000 0000

③講習会、研修会開催事業 26,70026,70026,70026,700 30,00030,00030,00030,000

　[1]スポーツ講習会、研修会事業 26,700 30,000

0 0

2,065,4802,065,4802,065,4802,065,480 2,230,0002,230,0002,230,0002,230,000

　[1]サマースポーツキャンプ事業 200,480 330,000

1,865,000 1,900,000

0 0

⑤大会、イベント事業 211,000211,000211,000211,000 110,000110,000110,000110,000

71,000 100,000 フリマ出店料・ジュース売上など

　　　助成金収入 100,000 0

40,000 10,000 参加費・会員外参加費等

⑥指導者派遣事業 57,25057,25057,25057,250 50,00050,00050,00050,000

0000 0000

0000 0000

6,643,3656,643,3656,643,3656,643,365 6,576,5756,576,5756,576,5756,576,575

6,642,500 6,576,075 会員入会金・諸経費

865 500

13,597,99213,597,99213,597,99213,597,992 14,519,60614,519,60614,519,60614,519,606

3,336,4143,336,4143,336,4143,336,414 3,727,8803,727,8803,727,8803,727,880

16,934,40616,934,40616,934,40616,934,406 18,247,48618,247,48618,247,48618,247,486

第5号議案

　①正会員入会金（個人）

　②正会員年会費（個人）

　③正会員入会金（団体）

特定非営利活動法人 長野総合スポーツクラブ

特定非営利活動特定非営利活動特定非営利活動特定非営利活動にににに係係係係るるるる事業会計活動予算書事業会計活動予算書事業会計活動予算書事業会計活動予算書（（（（案案案案））））

（平成25年4月1日～平成26年3月31日）

科　　目

Ⅰ収入の部

１会費

　④正会員年会費（団体）

　⑤賛助会員

　⑥名誉会員

　[3]その他

④サマースポーツ・ウィンタースポーツ

２寄付金

　[3]助成金収入

　[1]事業収入

　[2]助成金収入

　[2]その他のｲﾍﾞﾝﾄｸﾘｽﾏｽ会、宿題ﾀｲﾑ等

[1]みんなのスポーツフェスタ事業

①スポーツ・文化に関するスクールの設置運営事業

３事業費

②スポーツ･文化に関するサークルの設置運営事業

  [2]ウィンタースポーツキャンプ事業

　[2]助成金

P.17P.17P.17P.17

　　　　収入合計収入合計収入合計収入合計((((ＢＢＢＢ))))

⑦行政など関係機関からの受託事業

⑧情報発信事業

⑨その他の目的を達成するために必要な事業

　[1]クラブ運営事業収入

　　　　当期収入合計当期収入合計当期収入合計当期収入合計((((ＡＡＡＡ))))

前期繰越正味財産額前期繰越正味財産額前期繰越正味財産額前期繰越正味財産額

　[2]受け取り利息収入



H24決算額 H25予算額 備　　　考

7,075,3427,075,3427,075,3427,075,342 8,047,6008,047,6008,047,6008,047,600

①スクール運営事業 4,177,2954,177,2954,177,2954,177,295 4,750,0004,750,0004,750,0004,750,000 スクール謝金/ｽﾎﾟｰﾂ用具費

②サークル運営事業 5,0005,0005,0005,000 5,0005,0005,0005,000

③講習会、研修会事業 169,252169,252169,252169,252 180,000180,000180,000180,000

169,252 180,000

2,021,8402,021,8402,021,8402,021,840 2,250,0002,250,0002,250,0002,250,000

　[1]サマースポーツキャンプ 205,366 350,000

　[2]ウィンタースポーツキャンプ 1,816,474 1,900,000

⑤大会、イベント事業 422,105422,105422,105422,105 390,000390,000390,000390,000

　[1]みんなのスポーツフェスタ 306,040 300,000

　[2]その他のイベント 116,065 90,000

⑥指導者派遣事業 57,25057,25057,25057,250 50,00050,00050,00050,000

0000 0000

222,600222,600222,600222,600 222,600222,600222,600222,600 クラブ通信・レンタルサーバー

⑨その他の目的を達成するために必要な事業 0000 200,000200,000200,000200,000 10周年記念ﾀｵﾙ・ｲﾍﾞﾝﾄTｼｬﾂ等

6,131,1846,131,1846,131,1846,131,184 6,054,1746,054,1746,054,1746,054,174

1,008,364 1,100,000

　②事務人件費 3,031,827 3,000,000

　③旅費交通費 41,040 50,000

　④備品消耗品 259,783 260,000

　⑤施設使用料 35,300 40,000

　⑥通信費 331,143 200,000

　⑦水道光熱費 270,567 300,000

　⑧広告宣伝費 0 0

　⑨減価償却費 198,120 144,174 コピー機

　⑩その他の経費 955,040 960,000 会費自動送金、税理士業務委託費

　３．予備費 0000 117,832117,832117,832117,832

　４．特別基金繰り出し 0000 300,000300,000300,000300,000

13,206,52613,206,52613,206,52613,206,526 14,519,60614,519,60614,519,60614,519,606

391,466391,466391,466391,466 0000

3,727,8803,727,8803,727,8803,727,880 3,727,8803,727,8803,727,8803,727,880

④サマースポーツ・ウィンタースポーツ

⑦行政など関係機関からの受託事業

　①クラブ運営事業

科　　目

基金残高基金残高基金残高基金残高（（（（平成平成平成平成２５２５２５２５年年年年４４４４月月月月１１１１日現在日現在日現在日現在）　￥）　￥）　￥）　￥1111,,,,427427427427,,,,122122122122

⑧情報発信事業

２管理費

　　　　当期支出合計当期支出合計当期支出合計当期支出合計((((ＣＣＣＣ))))

　　　　当期収支差額当期収支差額当期収支差額当期収支差額((((ＡＡＡＡ)-()-()-()-(ＣＣＣＣ))))

　　　　次期繰越正味財産額次期繰越正味財産額次期繰越正味財産額次期繰越正味財産額((((ＢＢＢＢ)-()-()-()-(ＣＣＣＣ))))

Ⅱ支出の部

１事業費

[1]スポーツ講習会、研修会事業
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巽　　　勝　彦 会長 矢　野　多希雄 理事･小山田サッカークラブ

長谷川　行　夫 副会長･バドミントン 井　上　昭　応 理事･アウトドアスタッフ

杉　岡　亜　土 理事長・事務局長･特非)長野FC 山　本　千栄子 理事･スポーツ推進委員

稲　垣　勝　裕 副理事長･ミニバスケットボール 波戸岡　京　子 理事･キッズ･トータル

飯　田　　　聡
特非)長野ＦＣ

澤　井　貴　子 理事･ピーチスマイル

岩　田　真砂美 常任理事･キンダースポーツ 濱　野　千　鶴 理事･キンダースポーツ

藤　原　美　紀 常任理事･ちびマミィ 栗　原　智　子 理事･事務局

木　下　みどり 常任理事･プチキンダー・ちびマミィ 對　馬　　　敞 相談役･太極拳

中　山　多喜子 太極拳 坂　本　三枝子 ３Ｂ体操

川　平　豊　彦 ちびっこ武道教室 宮　崎　純　代 キッズ･トータル

中　田　義　昭 ちびっこ武道教室 大　川　敦　子 キッズ･トータル

辻　　　公　子 ヨガ 祐　末　ひとみ キッズ･トータル

濱　名　容　子 ヨガ 宮　本　実　季 キッズ･トータル

竹　原　延　浩 卓球 森　花　弘　美 キンダー･ちびマミィ

井　上　友　子 卓球 川　口　　　緑 キンダースポーツ

北　山　幸　男 卓球 田　倉　美　佐 キンダースポーツ

大　谷　茂　美 卓球 木見谷　晃　一 卓球

加　藤　　　稔 バドミントン 木見谷　孝　代 卓球

緒　方　　　博 バドミントン 西　野　智　子 N.O.Bフレンズ(バトン）

中　岡　由　紀 バレーボール 中　岡　　　緑 フラ

梶　川　美千子 バレーボール 桜　井　日出夫 将棋

羽　渕　恵美子 バレーボール 影　浦　陽　一 囲碁

村　上　健　三 将棋 関　口　晴　利 囲碁・将棋

廣　河　和　男 囲碁 平　瀬　伊　織 囲碁

藤　牧　　　昇 囲碁 田　中　章　夫 囲碁

大　野　翠　石 書道

参考資料　

平成25年度　長野総合スポーツクラブ正会員名簿

小山田サッカークラブ

特定非営利活動法人 長野フットボールクラブ

Ａｉ－ｂ(バトン）

　

　

個

　

人

　

会

　

員
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団
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会

員

ＢＬＵＥ　ＳＫＹ(バレーボール）

小山田源流館（剣道）

グローブ空手　眞道會館　眞鍋道場

河内長野バトントワリングクラブ

河内長野インパルス(バスケットボール）



ナガスポ会員数（Ｈ25年5月20日現在） ＜NPO法人　5年目＞

男 女 男 女 男 女 男 女 男 女

スクール会員 16 22 80 145 8 13 4 103 108 283 391 55 24

サークル会員 11 0 205 26 117 44 0 4 333 74 407 60 35

合計 27 22 285 171 125 57 4 107 441 357 798 115 59

ナガスポ会員数（Ｈ24年5月20日現在） ＜NPO法人　4年目＞

男 女 男 女 男 女 男 女 男 女

スクール会員 17 26 90 159 8 18 4 99 119 302 421 54 24

サークル会員 19 3 229 34 122 26 0 9 370 72 442 60 44

合計 36 29 319 193 130 44 4 108 489 374 863 114 68

ナガスポ会員数（Ｈ23年5月20日現在） ＜NPO法人　3年目＞

男 女 男 女 男 女 男 女 男 女

スクール会員 11 20 111 164 5 12 11 112 138 308 446 55 25

サークル会員 14 5 240 61 123 7 20 0 397 73 470 60 44

合計 25 25 351 225 128 19 31 112 535 381 916 115 69

ナガスポ会員数（Ｈ22年5月20日現在） ＜NPO法人　2年目＞

男 女 男 女 男 女 男 女 男 女

スクール会員 22 20 108 160 3 9 21 134 154 323 477 50 25

サークル会員 23 4 251 53 99 7 23 0 396 64 460 57 38

合計 45 24 359 213 102 16 44 134 550 387 937 107 63

ナガスポ会員数（Ｈ21年5月20日現在） ＜NPO法人　設立初年度＞

男 女 男 女 男 女 男 女 男 女

スクール会員 29 27 117 165 4 11 21 132 171 335 506 53 23

サークル会員 0 0 251 48 96 2 23 0 370 50 420 48 27

合計 29 27 368 213 100 13 44 132 541 385 926 101 50

ナガスポ会員数（Ｈ20年5月3日現在） ＜設立5年目＞

男 女 男 女 男 女 男 女 男 女

バイキングスクール会員
1 2 115 125 4 9 13 112 133 248 381 37 20

個別スクール会員 17 15 12 24 1 0 11 17 41 56 97 10 7

サークル会員 2 1 228 41 86 7 20 2 336 51 387 52 24

合計 20 18 355 190 91 16 44 131 510 355 865 99 51

ナガスポ会員数（Ｈ18年10月末現在） ＜設立3年目＞

男 女 男 女 男 女 男 女 男 女

スクール会員 0 0 84 114 6 3 11 102 101 219 320 37 22

短期会員 24 11 25 23 0 0 7 27 56 61 117 8 4

サークル会員 0 1 261 42 71 6 24 2 356 51 407 52 24

合計 24 12 370 179 77 9 42 131 513 331 844 97 50
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うち有資格者

高校生～一般 男女別合計

総合計 指導者

未就学生 小学生 中学生

未就学生 小学生 中学生 高校生～一般 男女別合計

総合計 指導者 うち有資格者

指導者 うち有資格者

総合計 指導者 うち有資格者

総合計

小学生 中学生

小学生 中学生未就学生

未就学生

高校生～一般 男女別合計

高校生～一般 男女別合計

うち有資格者

未就学生 小学生 中学生 高校生～一般 男女別合計

総合計 指導者 うち有資格者

報告事項報告事項報告事項報告事項1111

1,会員数の推移

未就学生 小学生 中学生 高校生～一般 男女別合計

総合計 指導者

未就学生 小学生 中学生

うち有資格者

高校生～一般 男女別合計

総合計 指導者



報告事項報告事項報告事項報告事項2222 アンケートアンケートアンケートアンケート集計集計集計集計

回答者の内訳(計357人)

未記入

6

2% 本人

101

28%

男性

保護者

6

2%

女性

保護者

244

68%

回答者の世代別分類(計357人)

未記入

1

0%

未就学児

34

10%

小学生

217

60%

中学生

13

4%

高校生

4

1%

成人

88

25%

回答者成人の年齢構成(計84人)

１０才代

2

2%

２０才代

2

2%

３０才代

9

11%

４０才代

31

38%

５０才代

16

19%

６０才代

12

14%

７０才代

12

14%

回答者の男女比(計357人)

未記入

12

3%

男性

93

26%

女性

252

71%

本クラブ以外での

スポーツ活動の有無(計365人)

あり

142

41%

なし

206

59%

スポーツ活動の種目(複数種目：のべ156人)

73人

12人

11人

8人

7人

5人

4人

4人

3人

3人

2人

2人

2人

2人

1人

1人

1人

1人

1人

1人

1人

1人

1人

1人

1人

1人

1人

1人

1人

1人

スイミング

サッカー

体操

テニス

ダンス

バドミントン

空手

太極拳

バレエ

卓球

トランポリン

バスケット

フラダンス

少林寺拳法

ウォーキング

カーブス

ゴルフ

スキー

スポーツクラブ

スポーツ教室

ソフトバレー

ソフトボール

バトン

バレーボール

ヒップホップ

マラソン

ヨガ

剣道

柔道

登山

基本属性基本属性基本属性基本属性
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入会暦(計325人)

1年未満

81

24%

1年

63

19%

2年

54

17%

3年

33

10%

4年

49

15%

6年

15

5%

7年

15

5%

8年

9

3%

9年

5

2%

10年以上

1

0%

週当たりの活動回数(回/週,計357人)

21人

161人

91人

52人

11人 11人

5人 4人
1人

1回未満 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回

回答者の所属ｽｸｰﾙ(複数回答：のべ440人)

61人

52人

51人

46人

33人

25人

24人

22人

21人

20人

18人

14人

13人

10人

7人

7人

6人

4人

4人

2人

ヨガ

キッズ

トータル

ミニバスケット

プレバトン

ピーチスマイル

キンダー

ジュニアダンス

卓球

フラダンス

書道

バドミントン

太極拳

将棋

３Ｂ体操

囲碁

ちびマミィ

プチキンダー

ちびっこ武道教室

バレーボール
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クラブクラブクラブクラブ全般全般全般全般についてについてについてについて

ＱＱＱＱ１１１１．．．．入会入会入会入会((((継続継続継続継続)))) したしたしたした理由理由理由理由はははは何何何何ですかですかですかですか？（？（？（？（複数回答複数回答複数回答複数回答，，，，計計計計852852852852人人人人））））

227人

160人

116人

115人

80人

51人

50人

34人

19人

健康体力向上

会費が他に比べて安い

スポーツが好き

自宅が近いから

休日を充実して過ごすため

友人作りの為

友人に誘われて

その他

クラブ設立の趣旨に賛同

そのそのそのその他他他他のののの意見意見意見意見

・技術面の向上

・知人に勧められて

・頭を使う

・上手くなりたいから

・将棋をしたいから

・学童で教えてもらっていた。将棋を継続したいと

思って

・他に小学生の将棋教室がない

・バトンに興味を持ったので

・スポーツが苦手だから

・興味があったから

・卓球が上手になりたいから

・囲碁が好きだから

・春のフェスタ体験で気に入ったから

・本人にやる気があるので

・楽しそうだから

・やっているところがあまりない

・バトンをしたいから

・文字の書き方を教えてもらいたいので

・ダンスが好きだから

・バドミントンが好きだったから

・卓球で少しでも強くなりたかったから

・バトンがしたかったから

・将棋初心者の父母では指導できなくなってきたの

で、教えていただくことになりました。

・楽しいから

・ヨガが好き

ＱＱＱＱ２２２２．．．．長野総合長野総合長野総合長野総合スポーツクラブスポーツクラブスポーツクラブスポーツクラブ全体全体全体全体にににに対対対対するするするする満足満足満足満足はははは？（？（？（？（計計計計355355355355

人人人人））））

たいへん満足

109

31%

満足

195

55%

やや満足

46

13%

やや不満

4

1%

不満

1

0%
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