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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・年中・年長 最大25名 31 57 1.8

年少・年中・年長 最大25名 31 155 5.0

(長野小)

小1～小2

35名程度 29 336 11.6

(小山田小)

小1～小3

30名程度 32 335 10.5

(長野小)

小3～小6

25名程度 29 352 12.1

(小山田小)

小4～小6

30名程度 32 260 8.1

小4～一般 25名程度 30 276 9.2

小1～小3 20名程度 29 308 10.6

小4～小6 35名程度 29 526 18.1

小3～小6 30名程度 27 371 13.7

小3～一般

初心者

24名程度 28 307 11.0

小3～一般

初級～中級

12名程度 34 221 6.5

小1～中学生 20名程度 32 366 11.4

小学生 20名程度 22 126 5.7

小・中学生 15名程度 0 0 0.0

一般 20名程度 36 427 11.9

小1～一般

※小学生は親子参加のみ

25名程度 36 221 6.1

小1～一般

※小学生は親子参加のみ

25名程度 36 368 10.2

一般 15～20名程度 36 140 3.9

一般 15～20名程度 36 272 7.6

中学生～一般 15名程度 20 162 8.1

小学生～一般 8名程度 24 116 4.8

小学生～一般 8名程度 25 135 5.4

小学生～一般 8名程度 25 137 5.5

年中(４歳児)～

一般

20名程度 0 0 0.0

年少・年中・年長 最大25名まで 0 0 0.0

年少・年中・年長 定員なし 0 0 0.0

4・5歳 最大20名 33 268 8.1

689 5,974 8.7

ヨ    ガ

水曜朝 9:00～10：00

水曜10:00～11:30

水曜夜19：00～20：00

長野小(土）

多目的ホール

原則第2･4土曜

②14:00～

太 極 拳

小山田小体育館

キンダーチアダンス

書　　道

原則第1･3土曜

13:00～14:30

クラブハウス

火曜15:15～16:15 ノガーナサッカー場

土曜13：00～13：50

長野小

多目的ホール

キックス(水)

多目的スタジオ

第2･4日曜9:00～10:30

原則第2･4土曜

①13:00～

武道館金曜9：30～11：00

土曜 9:00～10:00

武道館

長野小

多目的ホール

フラハラウマーラプア

武道館（水）

1.特定非営利活動に係わる事業1.特定非営利活動に係わる事業1.特定非営利活動に係わる事業1.特定非営利活動に係わる事業

名称

ピーチスマイル

バレーボール

土曜16:35～17:35

小山田小体育館

長野小体育館

(1)　スポーツ・文化に関するスクールの設置・運営事業(1)　スポーツ・文化に関するスクールの設置・運営事業(1)　スポーツ・文化に関するスクールの設置・運営事業(1)　スポーツ・文化に関するスクールの設置・運営事業

トータルスポーツ

土曜11:20～12:20

年間実施回数・参加延べ人数・平均参加者数

クラブハウス

クラブハウス

クラブハウス

スーパーキッズスクール

サッカーーコース

囲　　碁

原則第2･4土曜

③15:00～

月曜15:15～16:15 阪和学園体育館

スーパーキッズスクール

キンダーコース

土曜13:00～14：15

卓　　球 小山田小体育館

長野小体育館

ミニ

バスケットボール

小山田小体育館

長野小体育館

ジュニアダンス

バドミントン

日曜12:30～14:30

土曜10:00～11:15

土曜11:15～12:30 小山田小体育館

長野小体育館

土曜15:35～16:35

土曜13:50～15:20

日曜9：30～11：00

第1号議案　　　　　　令和3年度事業報告　　　　　　令和3年度事業報告　　　　　　令和3年度事業報告　　　　　　令和3年度事業報告

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10:15～11:15

火曜18:30～20:30

水曜18：30～20：30

対象

ジャズ(ベーシック)

日曜14:30～15：30

小山田小体育館

長野小体育館

長野小体育館

活動日・時間

キンダースポーツ

土曜 9：00～10：00

キッズスポーツ

場所

小山田小体育館
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対象

小学生男女

中学生男子

キッズスクール

3歳児

4歳児

5歳児

小学生

年中児

年長児

2歳～

男女

小・中

高・一般

中学生以上

小中学生

　

小山田桃美道場

4月　第53回大阪府少年剣道大会（小学生個人の部・中学生個人の部）

7月　第41回大阪府剣道連盟少年剣道大会小学高学年の部

　　 大阪府スポーツ少年大会

11月　南河内地区剣道協会主催　昇級審査

12月　第13回河内長野市民剣道大会出場

3月　第46回関西選抜小学生の部

　　 貝塚個人練習試合

ス

ク

ー

ル

事

業

月・水・金

土・日

下里Ｇ

キッズ交流会

（月）

時々（日）

長野小学校

18：00～21：00

定期練習（月４回程度）

年長～

中学3年

(火）武道館

(水)(土)

小山田小体育館

河内長野

バトントワリングクラブ

水

てんとう虫ﾊﾟｰｸ

フットサル場

長野FC

ジュニアユース

小山田サッカークラブ

キッズスクール

サッカースクール

長野教室

小山田教室

三日市教室

火･水･木

各小学校

小学生男女

長

野

フ

ッ

ト

ボ

ー

ル

ク

ラ

ブ

BLUE SKY

（バレーボール）

CxCheer Program

グローブ空手

眞道會館

活動実績

土曜

9：00～10:30

小山田小Ｇ

1月23日　NAGASPO PRESENTS SPECIAL STAGE

3月20日　チアホリックス舞台発表会

4月2日　ゆいテラスキッズダンスステージ

4月30日　狭山池まつり2022

（土）

長野小多目的

（阪和学園体育館）

(金)

小山田小体育館

土

長野小体育館

市民総合体育館

活動場所

11月 ちびっ子空手道大会

（2) スポーツ・文化に関するサークル推進事業（2) スポーツ・文化に関するサークル推進事業（2) スポーツ・文化に関するサークル推進事業（2) スポーツ・文化に関するサークル推進事業

名称

小山田

サッカークラブ

市民大会

秋季大会

南河内大会

各招待大会参加

親子大会

土・日

長野小Ｇ

土曜

9:00～17:00

小山田小Ｇ

日曜

試合等未定

長野FC

ジュニア

ジュニア

U-11 OFA第20回U-11ちびリンピックサッカー大会　ベスト16

U-11 OFA第28回大阪U-11小学校サッカー大会　ベスト8

U-12 JFA第45回　全日本U-12サッカー選手権大会　大阪府大会　ベスト16

ジュニアユース

高円宮杯大阪府予選プレーオフ関西大会出場

高円宮杯JFA第33回全日本U-15サッカー選手権関西地域プレーオフ　ベスト8

高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2021大阪1部Aブロック　優勝

高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2021大阪3部Dブロック　優勝

2021大阪府クラブユースサッカートーナメント　ベスト8

U-13フューチャーリーグ大阪2021　1部準優勝

6月　第39回関西バトントワーリングコンテスト

8月　第7回市民バトントワーリング普及教室

10月　第34回河内長野体操フェスティバル

11月  河内長野バトントワーリングクラブ創立40周年記念発表会

12月  Nagaspo Presents Special Stage

2月　第24回大阪バトントワーリングコンテスト
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  ①　各種スポーツ講習会

      （a） 体力測定会 

日時：令和3年4月24日（土）

場所：阪和学園体育館・ノガーナサッカー場 緊急事態宣言

対象：長野フットボールクラブ・ノガーナｈ橋本　ＪＹ生（Ｕ-13）　　　　　　　　　　　　　により中止

      （ｂ） チャレンジスイミング

日時： 小学校水泳授業

場所：小山田小プール・長野小プール 中止の為

対象：スクール会員（小学生）　　　　　　　　　　　　　 事業中止

      （ｃ） 岩湧山ハイキング

日時：令和3年11月3日

場所：大阪府河内長野市滝畑（岩湧山）

対象：小学１年生～一般 参加者15名

      （ｄ） 金剛山樹氷ハイキング

日時：令和4年1月10日

場所：大阪府南河内郡千早赤阪村（金剛山）

対象：小学１年生～一般 参加者8名

　②研修会

令和3年度は開催なし

  ③サマースポーツキャンプ

日時： 感染予防対策

場所：大阪府南河内郡千早赤阪村（金剛山） のため中止

対象：小学 3～6 年生　　　　　　

  ④チャレンジスノー体験

日時： 感染予防対策

場所：ハチ高原スキー場/兵庫県養父市 のため中止

対象：小学3年生以上　　　　　　　　　

協力：大阪府スキー連盟所属「野うさぎスキークラブ」

　①ちびっこフェスティバル（後援　公益財団法人ライフスポーツ財団）

日時：令和3年10月31日（日）

場所：阪和学園体育館・ノガーナサッカー場

対象：1歳6ヵ月～未就学児の親子

協力：ほのぼのルーム大矢船 参加　26組　84名

　②ノガーナカップ（小学生サッカー大会）

場所：ノガーナサッカー場

対象：大阪府下小学生サッカーチーム 参加　28チーム

　③スペシャルステージ

日時：令和3年12月11日（土）

場所：河内長野市民交流センターキックス　イベントホール

対象：スクール・サークル会員（ダンス・チア・フラ・バトン・太極拳） 参加　７クラス

　④森のようちえん

日時：令和4年3月5日（土）

場所：烏帽子型公園

対象：スクール会員 参加者　9名

　⑤みんなのスポーツフェスタ　202１

日時：令和4年3月13日（日） 感染予防対策

場所：長野中学校（グランド・体育館） のため中止

対象：スクールサークル会員及び地域住民　　　　　　　　 　　　　　　　　

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

　⑥その他のイベント

　　　ハッピークリスマス 感染予防対策

のため中止

協力：ＨＯＳグループ（ウェルネス　フォレスト三日市）

（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（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（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（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

（4）各種大会・イベントの企画・開催事業（4）各種大会・イベントの企画・開催事業（4）各種大会・イベントの企画・開催事業（4）各種大会・イベントの企画・開催事業

日時：令和3年１１月～令和4年3月　全4回
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　①クラブマネージャー講師派遣事業

令和3年度大阪府総合型地域スポーツクラブマネージャー養成講習会

日時：令和3年１0月30日（土）

場所：エディオンアリーナ大阪

　②指導者派遣事業

　　　(a)いきいき長寿スポーツ大会

令和3年度はなし

令和3年度はなし

　①学校環境管理業務

　 内容：学校環境整備・安全管理

　　　　天野小学校

　②学校施設管理業務

内容：錦秀会看護専門学校校舎維持管理（日常）業務

場所：阪和学園錦秀会看護専門学校

　③下里運動公園及び下里総合運動場施設管理業務

内容：下里運動公園保安管理業務

場所：下里運動公園及び下里総合運動場

  ①クラブハウスだより発行 6回　公式ＬＩＮＥにて配信

  ②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

  ③体験会等チラシ配布 市内小学校・幼稚園　、新聞折り込み等

　①各種イベント

　　　（a）第9回大阪府総合型地域スポーツクラブ交流大会

令和3年度は感染予防対策のため開催中止

　　　（ｂ）SCねっとダンスフェスタ2021

令和3年度は感染予防対策のため開催中止

　②大阪府総合型地域スポーツクラブ連絡協議会（大阪ＳＣねっと）関連事業

(a)理事会（通常会議）

日時：不定期　7回

場所：オンライン開催

(ｂ)総会 日時：令和3年6月12日

場所：オンライン開催

(ｃ)運営者のための専門スキルアップ研修会

令和3年度は開催なし

（ｄ）キッズスポーツフェスティバル

令和3年度は開催なし

(e)スキルアップ研修及び総合型クラブ交流会①

令和3年度は開催なし

令和3年度は開催なし

場所：河内長野市立長野小学校、小山田小学校、石仏小学校、川上小学校、南花台小学校

（f) 近畿ブロッククラブネットワークアクション2021

（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（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（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（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

（6）スポーツに関する行政など関係機関からの受託事業（6）スポーツに関する行政など関係機関からの受託事業（6）スポーツに関する行政など関係機関からの受託事業（6）スポーツに関する行政など関係機関からの受託事業

（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（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（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（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

（9）他団体、他組織との連携、共催事業（9）他団体、他組織との連携、共催事業（9）他団体、他組織との連携、共催事業（9）他団体、他組織との連携、共催事業

（8）スポーツ、レクリエーションに関する情報発信事業（8）スポーツ、レクリエーションに関する情報発信事業（8）スポーツ、レクリエーションに関する情報発信事業（8）スポーツ、レクリエーションに関する情報発信事業
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(ｇ)総合型クラブオンライン交流会

日時：令和3年8月26日（木）

場所：オンライン開催

内容：コロナ禍のクラブの現状報告等

　③視察受入れ

令和3年度　なし

　①地域貢献事業

　　　(a)親子でボール遊び

日時：令和3年7月11日（日）

場所：キックスイベントホール

対象：スクール会員及び一般参加者 参加者　24名

　②地域イベント協力事業

　　　(a)市民まつり

令和3年度はなし

　　　(b)南花台まつり（南花台事業者の会）

令和3年度はなし

（11）その他の目的を達成するために必要な事業（11）その他の目的を達成するために必要な事業（11）その他の目的を達成するために必要な事業（11）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

クラブハウス管理・会員管理・運営に関する全ての作業

　②阪和学園体育館管理運営業務

内容：施設維持管理・運営管理

場所：阪和学園錦秀会看護専門学校

利用人数：　12,000名（阪和学園学校行事を除く）　利用登録団体　32団体

　③ノガーナサッカー場管理運営業務

内容：施設維持管理・運営管理

場所：阪和学園内、ノガーナサッカー場

　注：学校法人阪和学園との土地使用貸借契約に基づき、借用した土地に

　　　設置した人工芝グラウンドの維持管理・運営を行う。

利用人数：　26,955名　利用登録団体　17団体

利用種目：サッカー練習（小・中・大学生・シニア）サッカー大会

　　　　　　イベント等

　⑤会議の開催

総会　1回　・　理事会　5回　　　

コーチ会議については感染予防対策により個別開催（2回）

通常開催（1回）

利用種目：体操教室、サッカー教室（雨天時）、地域イベント、インディアカ、チアダンス

フットサル、太極拳、ヨガ、バスケットボール、空手、バドミントン

（10）地域活性化のための地域貢献事業（10）地域活性化のための地域貢献事業（10）地域活性化のための地域貢献事業（10）地域活性化のための地域貢献事業

　注：学校法人阪和学園との建物使用貸借契約に基づき、体育館の維持管理・運営を行う。

P.5P.5P.5P.5



第 13 期

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4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４８４番地の２

 

決　算　報　告　書



特定非営利活動法人　長野総合スポーツクラブ 自 令和 3年 4月 1日　至 令和 4年 3月31日

活　動　計　算　書
[税込] （単位：円）

【経常収益】

  【受取会費】

    正会員受取会費           83,000 

    賛助会員受取会費           55,000          138,000 

  【受取寄付金】

    受取寄付金        3,350,000 

  【受取助成金等】

    受取助成金          438,000 

  【事業収益】

    事業　収益       10,783,240 

    受託事業収益       22,459,952       33,243,192 

  【その他収益】

    受取　利息               79 

    雑　収　益          150,940          151,019 

        経常収益  計       37,320,211 

【経常費用】

  【事業費】

    （人件費）

      給料　手当(事業)        2,380,200 

        人件費計        2,380,200 

    （その他経費）

      業務委託費       11,210,532 

      諸　謝　金        3,519,686 

      事業付帯費          239,739 

      印刷製本費(事業)           54,621 

      旅費交通費(事業)           60,553 

      車両燃料費          100,183 

      通信運搬費(事業)           32,883 

      消耗品　費(事業)          440,090 

      修　繕　費           50,000 

      水道光熱費(事業)           25,315 

      賃  借  料            5,900 

      施設使用料          511,370 

      減価償却費        3,690,669 

      保　険　料(事業)           61,850 

      研　修　費           19,100 

      支払手数料(事業)          127,581 

      管理　諸費          828,700 

      雑　　　費(事業)           66,000 

        その他経費計       21,044,772 

          事業費  計       23,424,972 

  【管理費】

    （人件費）

      給料　手当        8,871,879 

      法定福利費        1,136,325 

      福利厚生費           95,234 



特定非営利活動法人　長野総合スポーツクラブ 自 令和 3年 4月 1日　至 令和 4年 3月31日

活　動　計　算　書
[税込] （単位：円）

        人件費計       10,103,438 

    （その他経費）

      印刷製本費          200,181 

      会　議　費           56,192 

      旅費交通費          239,143 

      通信運搬費          243,750 

      消耗品　費          112,300 

      水道光熱費          108,827 

      地代　家賃          287,042 

      広告宣伝費           46,071 

      保　険　料           49,540 

      諸　会　費           36,400 

      慶　弔　費           82,000 

      租税　公課        1,365,100 

      支払手数料          402,422 

      雑　　　費           21,600 

        その他経費計        3,250,568 

          管理費  計       13,354,006 

            経常費用  計       36,778,978 

              当期経常増減額          541,233 

【経常外収益】

    経常外収益  計                0 

【経常外費用】

    経常外費用  計                0 

        税引前当期正味財産増減額          541,233 

          当期正味財産増減額          541,233 

          前期繰越正味財産額       67,661,302 

          次期繰越正味財産額       68,202,535 

【活動計算書の注記】

※　当該年度はその他の事業を実施していません。



全事業所 令和 4年 3月31日 現在

貸　借　対　照　表
[税込] （単位：円）特定非営利活動法人　長野総合スポーツクラブ

《資産の部》

  【流動資産】

    （現金・預金）

      現　　　金          216,841 

      普通　預金       13,016,129 

        現金・預金 計       13,232,970 

    （売上債権）

      未　収　金        2,453,664 

        売上債権 計        2,453,664 

    （その他流動資産）

      前払　費用          144,970 

      立　替　金            2,280 

      仮　払　金            9,000 

        その他流動資産  計          156,250 

          流動資産合計       15,842,884 

  【固定資産】

    （有形固定資産）

      建物附属設備       17,891,271 

      構　築　物       37,037,936 

      車両運搬具          505,013 

      什器　備品           53,336 

        有形固定資産  計       55,487,556 

    （投資その他の資産）

      長期前払費用           21,970 

        投資その他の資産  計           21,970 

          固定資産合計       55,509,526 

            資産の部  合計       71,352,410 

《負債の部》

  【流動負債】

    未　払　金        1,996,348 

    前　受　金          362,300 

    預　り　金          121,627 

    仮　受　金           33,400 

    未払消費税          636,200 

      流動負債  計        3,149,875 

        負債の部  合計        3,149,875 

《正味財産の部》

  【正味財産】

    前期繰越正味財産額       67,661,302 

    当期正味財産増減額          541,233 

      正味財産　計       68,202,535 

        正味財産の部  合計       68,202,535 

          負債・正味財産合計       71,352,410 



全事業所 令和 4年 3月31日 現在

財　産　目　録
[税込] （単位：円）特定非営利活動法人　長野総合スポーツクラブ

《資産の部》

  【流動資産】

    （現金・預金）

      現　　　金          216,841 

      普通　預金       13,016,129 

        ゆうちょ銀行       (1,337,220)

        三菱東京ＵＦＪ銀行       (1,772,497)

        大阪南農業協同組合       (2,827,437)

        紀陽銀行       (2,551,279)

        南都銀行       (4,527,696)

        現金・預金 計       13,232,970 

    （売上債権）

      未　収　金        2,453,664 

        施設使用料返金分           (5,800)

        学校管理業務       (1,179,162)

        施設管理業務         (907,852)

        施設使用料         (360,850)

        売上債権 計        2,453,664 

    （その他流動資産）

      前払　費用          144,970 

        施設使用料          (72,220)

        スポーツ安全保険          (51,750)

        駐車場代          (21,000)

      立　替　金            2,280 

      仮　払　金            9,000 

        その他流動資産  計          156,250 

          流動資産合計       15,842,884 

  【固定資産】

    （有形固定資産）

      建物附属設備       17,891,271 

        ノガーナサッカー場      (14,720,246)

        ノガーナ照明       (3,171,025)

      構　築　物       37,037,936 

        ノガーナサッカー場      (37,037,936)

      車両運搬具          505,013 

        totoバス         (505,013)

      什器　備品           53,336 

        アンプ・マイク               (1)

        輪転機               (1)

        人工芝管理機          (53,334)

        有形固定資産  計       55,487,556 

    （投資その他の資産）

      長期前払費用           21,970 

        投資その他の資産  計           21,970 

          固定資産合計       55,509,526 

            資産の部  合計       71,352,410 



全事業所 令和 4年 3月31日 現在

財　産　目　録
[税込] （単位：円）特定非営利活動法人　長野総合スポーツクラブ

《負債の部》

  【流動負債】

    未　払　金        1,996,348 

      従業員給料３月分         (757,416)

      諸謝金          (10,500)

      施設使用料           (1,000)

      会計事務所費用         (110,000)

      コピー機カウンター料金          (16,056)

      助成金返金分         (124,800)

      学校管理業務         (595,414)

      施設管理業務         (159,710)

      業務委託費         (210,700)

      その他          (10,752)

    前　受　金          362,300 

      ナガスポ諸経費         (291,000)

      ナガスポ入会金          (21,500)

      書道　墨汁等           (2,100)

      その他          (40,000)

      チア初期費用           (7,700)

    預　り　金          121,627 

      源泉所得税         (121,627)

    仮　受　金           33,400 

    未払消費税          636,200 

      流動負債  計        3,149,875 

        負債の部  合計        3,149,875 

 

        正味財産       68,202,535 



【重要な会計方針】

　財務諸表の作成は、ＮＰＯ法人会計基準（2010年７月20日　2017年12月12日最終改正　ＮＰＯ法人

会計基準協議会）によっています。

(1).固定資産の減価償却の方法

　有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法（ただし、平成28年４月１日以降に取得した

　建物附属設備及び構築物については定額法）で償却しています。

(2).消費税等の会計処理

　消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

【事業費の内訳】

　事業費の区分は以下の通りです。

　明細は別紙に出力します。

【使途等が制約された寄付等の内訳】

　（単位：円）

内容 期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高

スクールの設置・運営事業 0 145,200 145,200 0

大会･イベントの企画・開催事業 0 34,000 34,000 0

その他目的達成必要事業 0 3,300,000 3,300,000 0

合計 0 3,479,200 3,479,200 0

【固定資産の増減内訳】

　（単位：円）

科目 期首取得価額 取得 減少 期末取得価額 減価償却累計額 期末帳簿価額

防球フェンス設置工事 22,135,706 0 0 22,135,706 △ 7,415,460 14,720,246

照明取付工事 0 3,300,000 0 3,300,000 △ 128,975 3,171,025

人工芝新設工事 44,624,016 0 0 44,624,016 △ 7,586,080 37,037,936

マイクロバス 5,766,120 0 0 5,766,120 △ 5,261,107 505,013

アンプ・マイク 200,000 0 0 200,000 △ 199,999 1

ルームエアコン 197,925 0 0 197,925 △ 197,925 0

輪転機 221,400 0 0 221,400 △ 221,399 1

人工芝管理機 160,000 0 0 160,000 △ 106,666 53,334

合計 73,305,167 3,300,000 0 76,605,167 △ 21,117,611 55,487,556

備考

計算書類の注記計算書類の注記計算書類の注記計算書類の注記

令和4年 3月31日 現在特定非営利活動法人  長野総合スポーツクラブ



(1/2) 　（単位：円）

スクールの設スクールの設スクールの設スクールの設 講習会・研修講習会・研修講習会・研修講習会・研修 大会･ｲﾍﾞﾝﾄの大会･ｲﾍﾞﾝﾄの大会･ｲﾍﾞﾝﾄの大会･ｲﾍﾞﾝﾄの 指導者指導者指導者指導者

置・運営事業置・運営事業置・運営事業置・運営事業 会の開催事業会の開催事業会の開催事業会の開催事業 企画・開催事業企画・開催事業企画・開催事業企画・開催事業 派遣事業派遣事業派遣事業派遣事業

（人件費）

  人件費計 0 0 0 0 0 0 

（その他経費）

  業務委託費 0 0 0 0 0 0 

  諸　謝　金 2,224,400 9,700 48,965 67,635 0 0 

  事業付帯費 24,499 0 5,545 90,813 0 0 

  印刷製本費 0 11,764 0 0 0 0 

  旅費交通費 48,383 0 4,320 3,900 0 0 

  車両燃料費 82,695 0 7,400 0 0 0 

  通信運搬費 4,568 0 1,732 0 0 183 

  消耗品　費 313,509 0 2,163 3,225 0 11,550 

  修　繕　費 0 0 0 0 0 0 

  水道光熱費 0 0 0 0 0 0 

  賃　借　料 0 0 5,900 0 0 0 

  施設使用料 372,120 0 6,900 101,100 0 0 

  減価償却費 0 0 0 0 0 0 

  保　険　料 51,100 0 2,000 2,000 0 0 

  研　修　費 0 0 0 0 0 0 

  支払手数料 12,310 0 0 1,364 0 0 

  管理　諸費 0 0 0 0 0 0 

  雑　　　費 66,000 0 0 0 0 0 

    その他経費計 3,199,584 21,464 84,925 270,037 0 11,733 

      合計 3,199,584 3,199,584 3,199,584 3,199,584 21,464 21,464 21,464 21,464 84,925 84,925 84,925 84,925 270,037 270,037 270,037 270,037 0 0 0 0 11,733 11,733 11,733 11,733 

(2/2) 　（単位：円）

施設運営施設運営施設運営施設運営
他団体、他組織との他団体、他組織との他団体、他組織との他団体、他組織との 地域活性化の為地域活性化の為地域活性化の為地域活性化の為 その他目的その他目的その他目的その他目的

受託事業受託事業受託事業受託事業 連携、共催事業連携、共催事業連携、共催事業連携、共催事業 の地域貢献事業の地域貢献事業の地域貢献事業の地域貢献事業 達成必要事業達成必要事業達成必要事業達成必要事業

（人件費）

  人件費計 2,380,200 0 0 0 0 2,380,200 

（その他経費）

  業務委託費 9,871,632 0 0 0 1,338,900 11,210,532 

  諸　謝　金 418,519 30,000 48,000 11,500 660,967 3,519,686 

  事業付帯費 0 0 0 0 118,882 239,739 

  印刷製本費 0 42,857 0 0 0 54,621 

  旅費交通費 0 0 3,450 500 0 60,553 

  車両燃料費 4,200 0 0 0 5,888 100,183 

  通信運搬費 0 26,400 0 0 0 32,883 

  消耗品　費 0 0 0 660 108,983 440,090 

  修　繕　費 0 0 0 0 50,000 50,000 

  水道光熱費 0 0 0 0 25,315 25,315 

  賃　借　料 0 0 0 0 0 5,900 

  施設使用料 0 0 0 7,900 23,350 511,370 

  減価償却費 0 0 0 0 3,690,669 3,690,669 

  保　険　料 0 0 0 0 6,750 61,850 

  研　修　費 0 0 3,000 0 16,100 19,100 

  支払手数料 1,022 220 0 0 112,665 127,581 

  管理　諸費 0 0 0 0 828,700 828,700 

  雑　　　費 0 0 0 0 0 66,000 

    その他経費計 10,295,373 99,477 54,450 20,560 6,987,169 21,044,772 

      合計 12,675,573 12,675,573 12,675,573 12,675,573 99,477 99,477 99,477 99,477 54,450 54,450 54,450 54,450 20,560 20,560 20,560 20,560 6,987,169 6,987,169 6,987,169 6,987,169 23,424,972 23,424,972 23,424,972 23,424,972 

科目科目科目科目 情報発信事業情報発信事業情報発信事業情報発信事業 合計合計合計合計

事業費の内訳（別紙）事業費の内訳（別紙）事業費の内訳（別紙）事業費の内訳（別紙）

令和4年 3月31日 現在特定非営利活動法人　長野総合スポーツクラブ

科目科目科目科目 ｻｰｸﾙ推進事業ｻｰｸﾙ推進事業ｻｰｸﾙ推進事業ｻｰｸﾙ推進事業 受託事業受託事業受託事業受託事業



第 15 期

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日

特定非営利活動法人　長野フットボールクラブ

大阪府河内長野市喜多町４８５番地

 

決　算　報　告　書



特定非営利活動法人　長野フットボールクラブ 自 令和 3年 4月 1日　至 令和 4年 3月31日

活　動　計　算　書
[税込] （単位：円）

【経常収益】

  【受取会費】

    賛助会員受取会費           31,000 

  【受取助成金等】

    受取助成金        1,213,100 

  【事業収益】

    事業　収益       71,986,565 

  【その他収益】

    受取　利息               25 

    雑　収　益        5,664,460        5,664,485 

        経常収益  計       78,895,150 

【経常費用】

  【事業費】

    （人件費）

      給料　手当(事業)        6,011,145 

      外　注　費          557,000 

      福利厚生費(事業)        1,273,769 

        人件費計        7,841,914 

    （その他経費）

      大会参加費登録費          849,312 

      宿泊飲食費       14,085,226 

      業務委託費       16,408,420 

      諸　謝　金        2,682,740 

      印刷製本費(事業)           28,150 

      旅費交通費(事業)          992,860 

      車　両　費        1,718,647 

      車両燃料費        2,484,336 

      通信運搬費(事業)          195,638 

      消耗品　費(事業)        1,891,975 

      修　繕　費            3,000 

      水道光熱費(事業)           18,632 

      地代　家賃(事業)          120,000 

      賃  借  料        1,820,300 

      施設利用料        5,263,510 

      減価償却費           90,008 

      保　険　料(事業)          685,100 

      租税　公課(事業)          370,640 

      研　修　費          527,115 

      支払手数料(事業)          594,544 

      雑　　　費(事業)           79,420 

        その他経費計       50,909,573 

          事業費  計       58,751,487 

  【管理費】

    （人件費）

      給料　手当       18,839,860 

      アルバイト給料          721,688 



特定非営利活動法人　長野フットボールクラブ 自 令和 3年 4月 1日　至 令和 4年 3月31日

活　動　計　算　書
[税込] （単位：円）

      法定福利費        3,485,414 

      福利厚生費          391,500 

        人件費計       23,438,462 

    （その他経費）

      印刷製本費          101,480 

      旅費交通費          404,000 

      通信運搬費          369,852 

      消耗品　費           81,655 

      水道光熱費          120,000 

      地代　家賃          336,000 

      広告宣伝費           10,000 

      接待交際費          114,938 

      新聞図書費           10,692 

      保　険　料           60,340 

      諸　会　費           38,785 

      慶　弔　費           20,000 

      租税　公課        1,318,600 

      支払手数料          859,650 

      雑　　　費          197,879 

        その他経費計        4,043,871 

          管理費  計       27,482,333 

            経常費用  計       86,233,820 

              当期経常増減額      △7,338,670 

【経常外収益】

    経常外収益  計                0 

【経常外費用】

    経常外費用  計                0 

        税引前当期正味財産増減額      △7,338,670 

        経理区分振替額                0 

          当期正味財産増減額      △7,338,670 

          前期繰越正味財産額      △4,210,529 

          次期繰越正味財産額     △11,549,199 

【活動計算書の注記】

※　当該年度はその他の事業を実施していません。



全事業所 令和 4年 3月31日 現在

貸　借　対　照　表
[税込] （単位：円）特定非営利活動法人　長野フットボールクラブ

《資産の部》

  【流動資産】

    （現金・預金）

      現　　　金          309,876 

      普通　預金        2,850,965 

        現金・預金 計        3,160,841 

    （売上債権）

      未　収　金        1,940,182 

        売上債権 計        1,940,182 

    （その他流動資産）

      前払　費用          746,163 

      立　替　金          302,400 

        その他流動資産  計        1,048,563 

          流動資産合計        6,149,586 

  【固定資産】

    （有形固定資産）

      建　　　物                1 

      建物附属設備        1,394,056 

      車両運搬具           23,987 

      什器　備品                1 

        有形固定資産  計        1,418,045 

    （投資その他の資産）

      リサイクル預託金           87,980 

        投資その他の資産  計           87,980 

          固定資産合計        1,506,025 

            資産の部  合計        7,655,611 

《負債の部》

  【流動負債】

    未　払　金        8,055,516 

    前　受　金        2,395,000 

    短期借入金        3,900,000 

    預　り　金          284,820 

    未払消費税          790,800 

      流動負債  計       15,426,136 

  【固定負債】

    長期借入金        3,778,674 

      固定負債  計        3,778,674 

        負債の部  合計       19,204,810 

《正味財産の部》

  【正味財産】

    前期繰越正味財産額      △4,210,529 

    当期正味財産増減額      △7,338,670 

      正味財産　計     △11,549,199 

        正味財産の部  合計     △11,549,199 

          負債・正味財産合計        7,655,611 



全事業所 令和 4年 3月31日 現在

財　産　目　録
[税込] （単位：円）特定非営利活動法人　長野フットボールクラブ

《資産の部》

  【流動資産】

    （現金・預金）

      現　　　金          309,876 

      普通　預金        2,850,965 

        現金・預金 計        3,160,841 

    （売上債権）

      未　収　金        1,940,182 

        売上債権 計        1,940,182 

    （その他流動資産）

      前払　費用          746,163 

      立　替　金          302,400 

        その他流動資産  計        1,048,563 

          流動資産合計        6,149,586 

  【固定資産】

    （有形固定資産）

      建　　　物                1 

      建物附属設備        1,394,056 

      車両運搬具           23,987 

      什器　備品                1 

        有形固定資産  計        1,418,045 

    （投資その他の資産）

      リサイクル預託金           87,980 

        投資その他の資産  計           87,980 

          固定資産合計        1,506,025 

            資産の部  合計        7,655,611 

《負債の部》

  【流動負債】

    未　払　金        8,055,516 

    前　受　金        2,395,000 

    短期借入金        3,900,000 

    預　り　金          284,820 

    未払消費税          790,800 

      流動負債  計       15,426,136 

  【固定負債】

    長期借入金        3,778,674 

      固定負債  計        3,778,674 

        負債の部  合計       19,204,810 

 

        正味財産     △11,549,199 



【重要な会計方針】

　財務諸表の作成は、ＮＰＯ法人会計基準（2010年７月20日　2017年12月12日最終改正　ＮＰＯ法人

会計基準協議会）によっています。

(1).固定資産の減価償却の方法

　有形固定資産は法人税法の規定に基づいて定率法（ただし、平成10年４月１日以降に取得した

　建物（建物附属設備を除く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備については定額法）

　で償却しています。

(2).消費税等の会計処理

　消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

【事業費の内訳】

　事業費の区分は以下の通りです。

　明細は別紙に出力します。

【使途等が制約された寄付等の内訳】

　（単位：円）

内容内容内容内容 期首残高期首残高期首残高期首残高 当期増加額当期増加額当期増加額当期増加額 当期減少額当期減少額当期減少額当期減少額 期末残高期末残高期末残高期末残高

交流事業 0 33,000 33,000 0

その他の目的達成必要事業 0 160,000 160,000 0

合計 0 193,000 193,000 0

【固定資産の増減内訳】

　（単位：円）

科目科目科目科目 期首取得価額期首取得価額期首取得価額期首取得価額 取得取得取得取得 減少減少減少減少 期末取得価額期末取得価額期末取得価額期末取得価額 減価償却累計額減価償却累計額減価償却累計額減価償却累計額 期末帳簿価額期末帳簿価額期末帳簿価額期末帳簿価額

（有形固定資産）

　建　　　物 200,000 0 0 200,000 △ 199,999 1 

　建物附属設備 269,024 1,375,000 0 1,644,024 △ 249,968 1,394,056 

　車両運搬具 15,119,560 0 0 15,119,560 △ 15,095,573 23,987 

　什器　備品 635,057 0 0 635,057 △ 635,056 1 

　    合計 16,223,641 1,375,000 0 17,598,641 △ 16,180,596 1,418,045 

【借入金の増減内訳】

　（単位：円）

科目科目科目科目 期首残高期首残高期首残高期首残高 当期借入当期借入当期借入当期借入 当期返済当期返済当期返済当期返済 期末残高期末残高期末残高期末残高

　短期借入金 0 4,775,000 875,000 3,900,000

　長期借入金 4,160,000 0 381,326 3,778,674

合計 4,160,000 4,775,000 1,256,326 7,678,674

【役員及びその近親者との取引の内容】

　役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

[税込]（単位：円）

科目科目科目科目
財務諸表に計上された金額財務諸表に計上された金額財務諸表に計上された金額財務諸表に計上された金額 内、役員との取引内、役員との取引内、役員との取引内、役員との取引

内、近親者及び支配法人等との取引内、近親者及び支配法人等との取引内、近親者及び支配法人等との取引内、近親者及び支配法人等との取引

（貸借対照表）

　短期借入金 3,900,000 700,000

計算書類の注記計算書類の注記計算書類の注記計算書類の注記

令和4年 3月31日 現在特定非営利活動法人　長野フットボールクラブ

備考備考備考備考



(1/2) 　（単位：円）

科目科目科目科目
サッカークラブの運営事業サッカークラブの運営事業サッカークラブの運営事業サッカークラブの運営事業

サッカー普及事業サッカー普及事業サッカー普及事業サッカー普及事業 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 交流事業交流事業交流事業交流事業

（人件費）

  給料　手当(事業) 3,851,145 2,160,000 

  外　注　費 537,000 20,000 

  福利厚生費(事業) 1,273,769 

    人件費計 1,810,769 3,851,145 2,160,000 20,000 

（その他経費）

  大会参加費登録費 353,512 14,000 481,800 

  宿泊飲食費 1,347,800 12,737,426 

  業務委託費 16,408,420 

  諸　謝　金 2,115,240 567,500 

  印刷製本費(事業) 28,150 

  旅費交通費(事業) 726,510 266,350 

  車　両　費 279,947 

  車両燃料費 685,864 18,400 247,124 

  通信運搬費(事業) 175,468 370 

  消耗品　費(事業) 1,562,558 212,474 105,898 

  修　繕　費(事業)

  水道光熱費(事業) 9,126 

  地代　家賃(事業) 1,570,300 

  賃　借　料 250,000 444,050 

  施設利用料 4,703,960 115,500 

  減価償却費(事業) 53,739 12,146 

  保　険　料(事業) 290,750 

  租税　公課(事業) 71,390 400 

  研　修　費 527,115 

  支払手数料(事業) 23,775 4,506 13,461 

  雑　　　費(事業) 4,000 69,620 

    その他経費計 29,608,198 386,152 0 16,504,299 

      合計 31,418,967 4,237,297 2,160,000 16,524,299 

(2/2) 　（単位：円）

科目科目科目科目 広報事業広報事業広報事業広報事業
その他の目的達成必要事業その他の目的達成必要事業その他の目的達成必要事業その他の目的達成必要事業

合計合計合計合計

（人件費）

  給料　手当(事業) 6,011,145 

  外　注　費 557,000 

  福利厚生費(事業) 1,273,769 

    人件費計 0 0 7,841,914 

（その他経費）

  大会参加費登録費 849,312 

  宿泊飲食費 14,085,226 

  業務委託費 16,408,420 

  諸　謝　金 2,682,740 

  印刷製本費(事業) 28,150 

  旅費交通費(事業) 992,860 

  車　両　費 1,438,700 1,718,647 

  車両燃料費 1,532,948 2,484,336 

  通信運搬費(事業) 19,800 195,638 

  消耗品　費(事業) 11,045 1,891,975 

  修　繕　費(事業) 3,000 3,000 

  水道光熱費(事業) 9,506 18,632 

  地代　家賃(事業) 120,000 1,690,300 

  賃　借　料 694,050 

  施設利用料 4,819,460 

  減価償却費(事業) 24,123 90,008 

  保　険　料(事業) 394,350 685,100 

  租税　公課(事業) 298,850 370,640 

  研　修　費 527,115 

  支払手数料(事業) 52 552,750 594,544 

  雑　　　費(事業) 5,800 79,420 

    その他経費計 19,852 4,391,072 50,909,573 

      合計 19,852 4,391,072 58,751,487 

事業費の内訳（別紙）事業費の内訳（別紙）事業費の内訳（別紙）事業費の内訳（別紙）

令和4年 3月31日 現在特定非営利活動法人　長野フットボールクラブ





第３号議案第３号議案第３号議案第３号議案　役員の変更について（案）　役員の変更について（案）　役員の変更について（案）　役員の変更について（案）

　理事長･事務局長 杉　岡　亜　土 長野フットボールクラブ

　副理事長 稲　垣　勝　裕 ミニバスケットボール

　理事 矢　野　多希雄 小山田サッカークラブ

　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 キッズトータルスポーツ

　理事 岩　田　真砂美 キンダースポーツ

　理事 山　野　昌　彦 長野フットボールクラブ

　理事 森　本　純　次 長野フットボールクラブ

　監事 井　上　昭　応

令和4年度　特定非営利活動法人長野総合スポーツクラブ役員名簿

P.22P.22P.22P.22



① 事業名: ナガスポスクール(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

場所/

日時/ 各スクール及び会場による

対象/ 会　員

② 事業名: サッカースクール

内容/ サッカーの普及教室

場所/

日時/ 各教室週1～2回(火･水･木)

対象/ 会　員

① クラブの運営事業

a.長野フットボールクラブ他

(長野FCJr･長野FCJY･ﾉｶﾞｰﾅFC金剛Jr･ﾉｶﾞｰﾅFCｈ橋本JY)

内容/ 土曜定期練習･交流試合

場所/ 長野小学校･他

日時/

対象/

b.合宿･遠征他

内容/ 遠征･合宿等

日時/

対象/

② サークルの支援事業

a.小山田サッカークラブ

内容/ クラブハウスの無償使用、申し込み受付支援、各種相談　など

活動種目/

活動場所/ 小山田小学校グランド

b.河内長野バトントワリングクラブ

内容/ クラブハウスの無償使用、申し込み受付支援、各種相談　など

活動種目/ 長野小学校体育館

活動場所/ バトントワリング

c.小山田桃美道場

内容/ クラブハウスの無償使用、申し込み受付支援、各種相談　など

活動種目/

活動場所/ 小山田小学校体育館

d.グローブ空手眞道會館

内容/ クラブハウスの無償使用、申し込み受付支援、各種相談　など

活動種目/

活動場所/ 小山田小学校体育館

e.BLUE SKY

内容/ クラブハウスの無償使用、申し込み受付支援、各種相談　など

活動種目/

活動場所/ 長野小学校体育館

f.C×Cheer Progam

内容/ クラブハウスの無償使用、申し込み受付支援、各種相談　など

活動種目/

活動場所/ 長野小学校･阪和学園体育館

グローブ空手

第４号議案第４号議案第４号議案第４号議案

(1)スポーツ･文化に関するスクールの設置･運営事業(1)スポーツ･文化に関するスクールの設置･運営事業(1)スポーツ･文化に関するスクールの設置･運営事業(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

剣道

バレーボール

チア

随時

クラブ合併初年度にあたる今年度はクラブの見直す時期と位置づけスクール事業を全体的に見直す必要がある。

会員数減少に歯止めをかけるためにより幅の広い広報が必要である。

また定期的に開催しているイベントも行政の広報誌を活用し活動の募集を行いながらSNS等で活動報告を掲載し

地域に対してアピールしていく必要がある。コロナ禍で様々な制限を受ける中、新しい生活様式を取り入れながらwithコ

ロナの状況下でもスポーツの出来る環境を提供し地域に認められ愛されるクラブを目指す。

サッカー

会員

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法人長野総合スポーツクラブ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法人長野総合スポーツクラブ

事　業　計　画　書　(案)事　業　計　画　書　(案)事　業　計　画　書　(案)事　業　計　画　書　(案)

(２０２２年４月１日～２０２３年３月３１日)

事業実施方針

長野小学校･小山田小学校･三日市小学校･てんとう虫ﾊﾟｰｸ

1.特定非営利活動に係わる事業

(2)スポーツ･文化に関するクラブ･サークルの設置･運営･支援事業(2)スポーツ･文化に関するクラブ･サークルの設置･運営･支援事業(2)スポーツ･文化に関するクラブ･サークルの設置･運営･支援事業(2)スポーツ･文化に関するクラブ･サークルの設置･運営･支援事業　※別紙プログラム紹介参照

長野小学校･小山田小学校･阪和学園体育館･武道館･クラブハウス･キックス等

随時

会員

P.23 P.23 P.23 P.23 



① 事業名: 金剛山ハイキング

内容/

場所/ 金剛山

日時/

対象/ 一　般

② 事業名: 樹氷ハイキング

内容/

場所/ 金剛山

日時/

対象/ 一　般

③ 事業名: 研修会

内容/ 未定

場所/ 未定

日時/

対象/ 一　般

④ 事業名: チャレンジ･キャンプ

内容/ 野外活動

場所/ 金剛山

日時/

対象/ 一　般

⑤ 事業名: チャレンジスノー体験

内容/ スキー･スノーシュー体験

場所/ 兵庫県養父市(ハチ高原スキー場)

日時/

対象/ 一　般

① 事業名: ちびっこフェスティバル

内容/ 乳幼児向けのゲーム、親子体操、ミニ運動会

場所/ ノガーナサッカー場･阪和学園体育館

日時/ 2022年5月29日(日)

対象/ 2歳～未就学の幼児の親子

② 事業名: ノガーナカップ

内容/ 小学生サッカー大会

場所/ ノガーナサッカー場

日時/ 随時

対象/ 一般(小学生サッカーチーム)

③ 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

④ 事業名: ナガスポ体力測定会

内容/ 体力測定会

場所/ 小山田小学校

日時/

対象/ 会員及び一般

⑤ 事業名: クリスマス会

内容/ クリスマス会

場所/ 長野小学校･小山田小学校

日時/

対象/ スクール･サークル会員とその家族･一般

① 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

未定

2023年2月

2022年4月16日

随時

未定

2022年8月27日～28日

冬山ハイキング

未定

未定

金剛山ハイキング

(3)各種講習会･研修会の開催事業(3)各種講習会･研修会の開催事業(3)各種講習会･研修会の開催事業(3)各種講習会･研修会の開催事業

(4)各種大会･イベントの企画･開催事業(4)各種大会･イベントの企画･開催事業(4)各種大会･イベントの企画･開催事業(4)各種大会･イベントの企画･開催事業

(5)指導者派遣事業(5)指導者派遣事業(5)指導者派遣事業(5)指導者派遣事業

2023年3月
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① 事業名: 指導者派遣事業

内容/ いきいき長寿スポーツ大会

場所/ 市立総合体育館

日時/

対象/ 市内老人会会員

② 事業名: 河内長野市Fes

内容/ 中学生サッカー大会

場所/ 下里運動公園･ノガーナサッカー場

日時/ 7月･8月･3月

対象/ クラブチーム

③ 事業名: ヒュンメルサッカースクール

内容/ サッカー指導

場所/ ｺﾉﾐﾔ･ｽﾍﾟﾗﾝﾂｧ球技場

日時/

対象/ 会員

① 事業名: 学校環境管理業務

内容/ 学校環境整備･安全管理

場所/

南花台小学校･天野小学校

② 事業名: 学校施設管理業務

内容/ 錦秀会看護専門学校校舎維持管理(日常)業務

場所/ 阪和学園錦秀会看護専門学校

③ 事業名: 下里運動公園及び下里総合運動場施設管理業務

内容/ 下里運動公園保安管理業務

場所/ 下里運動公園及び下里総合運動場

事業名: 情報発信事業

内容/ SNS、情報誌発行によるスポーツ文化情報発信

YCニュースの編集及び発行

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

① 各種イベント

a. 事業名: 総合型クラブフェスタ

内容/ 運動会･演技発表

場所/ 大阪府立門真スポーツセンター

日時/ 未定

対象/ クラブ会員

b. 事業名: SCねっとダンスフェスタ

内容/ ダンス発表会

場所/ オンライン開催

日時/ 2023年2月

対象/ クラブ会員

c. 事業名: AFG(ｺﾊﾟ･ｱｽﾞﾌﾗｰｼﾞ)

内容/ サッカー大会

場所/ 関西全域

日時/ 随時

対象/ クラブチーム

2022年10月

河内長野市立長野小学校･小山田小学校･石仏小学校･川上小学校

毎週月曜･金曜

(6)スポーツに関する行政など関係機関からの受託事業(6)スポーツに関する行政など関係機関からの受託事業(6)スポーツに関する行政など関係機関からの受託事業(6)スポーツに関する行政など関係機関からの受託事業

(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(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(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(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

(8)スポーツ･レクリエーションに関する情報発信事業(8)スポーツ･レクリエーションに関する情報発信事業(8)スポーツ･レクリエーションに関する情報発信事業(8)スポーツ･レクリエーションに関する情報発信事業

(9)他団体、他組織との連携、共催事業(9)他団体、他組織との連携、共催事業(9)他団体、他組織との連携、共催事業(9)他団体、他組織との連携、共催事業
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②

a. 事業名: 理事会

日時/ 隔月1回

b. 事業名: 総会

日時/ 2022年6月

c. 事業名: 運営･指導者スキルアップ研修

内容/ 未定

日時/ 未定

d. 事業名: キッズスポーツフェスティバル

内容/ キッズスポーツ

日時/

e. 事業名: スキルアップ研修及び総合型クラブ交流会

内容/ 未定

日時/ 未定

f. 事業名: 近畿ブロッククラブネットワークアクション

内容/ 講習会及び情報交換会

日時/ 未定

① 事業名: 地域貢献事業

内容/

日時/ 随時

対象/ 一　般

② 事業名: 地域イベント協力事業

内容/

日時/ 随時

対象/ スタッフ

① 事業名: 阪和学園体育館管理運営業務

内容/ 施設貸出･施設開放･管理

場所/ 阪和学園錦秀会看護専門学校

注:

② 事業名: ノガーナサッカー場管理運営業務

内容/ 施設貸出･施設開放･管理

場所/ 阪和学園錦秀会看護専門学校

③ 事業名: マイクロバス維持管理業務

内容/ マイクロバス維持管理

④ 事業名: 大阪女学院千代田グランド運営管理業務

内容/ 大阪女学院千代田グランド運営管理

① 事業名: クラブハウス等運営事業

内容/ クラブハウス管理、会員管理、運営に関するすべての作業

日時/ 通年

対象/ クラブ員

本年においては予定なし

地域のイベントにサポートスタッフとして協力

学校法人阪和学園との土地使用貸借契約基づき、借用した土地に

設置した人工芝グラウンドの維持管理･運営を行う。

学校法人阪和学園との土地使用貸借契約基づき、借用した土地に

設置した人工芝グラウンドの維持管理･運営を行う。

(10)地域活性化の為の地域貢献事業(10)地域活性化の為の地域貢献事業(10)地域活性化の為の地域貢献事業(10)地域活性化の為の地域貢献事業

(11)所有財産管理事業(11)所有財産管理事業(11)所有財産管理事業(11)所有財産管理事業

(12)その他の目的を達成するために必要な事業(12)その他の目的を達成するために必要な事業(12)その他の目的を達成するために必要な事業(12)その他の目的を達成するために必要な事業

(1)物品販売事業(1)物品販売事業(1)物品販売事業(1)物品販売事業

2.その他の事業

各種体験･普及教室

大阪府総合型地域スポーツクラブ連絡協議会関連事業(大阪SCねっと)

未定
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活動日･時間 場所 対象･定員

キッズ

スポーツ

土曜

 9:00～10:00

長野小

体育館

小1～小2

35名程度

トータル

スポーツ

土曜

10:00～11:15

長野小

体育館

小3～小6

25名程度

キッズ

スポーツ

土曜

10:00～11:15

小山田小

体育館

小1～小3

30名程度

トータル

スポーツ

土曜

11:15～12:30

小山田小

体育館

小4～小6

30名程度

土曜

13:00～14:45

小山田小

体育館

小4～一般

25名程度

土曜

14:45～16:15

小1～小3

20名程度

土曜

16:15～17:45

小4～小6

30名程度

日曜

 9:30～11:30

長野小

体育館

小3～小6

30名程度

日曜

12:30～14:30

小3～一般

初心者から

20名程度

火曜

19:00～21:00

小3～一般

(ｸﾘｱｰを打てる人)

初級者から中級者

10名程度

水曜

18:30～20:30

(中学生は

  21:00まで)

長野小

体育館

小･中学生

20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。

シャトルコックを打つ楽しさ、ゲームをする楽しさなどを丁寧

に指導します。ストレッチなどの基本的な運動も取り入れてい

ます。

初心者の方にはラケットの使い方から指導します。

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。

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。※季節や学年により練習時間が多少前後する場合があり

ます。その際はスクール掲示板で案内します。

バレーボール

小山田小

体育館

バドミントン

ミニ

バスケットボー

ル

小山田小

体育館

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。

卓　　球

あそび＋運動＝自分の体をじょうずに使って

　　　　　　　元気いっぱい！やる気満々！！

　特定の種目にこだわらず、跳び箱や平均台などたくさんの用

具をダイナミックに使い遊んでいる感覚で自然に体が色々な動

きを経験できるようなプログラムを通して、「集中力」「想像

力」「空間認知力」「自己肯定感」などを養い、次のステップ

「キッズスポーツ」へと繋がります。

キンダースポーツからトータルスポーツまで最長8年間の長い期

間心と体の成長を見守ることができます。

目標･内容

･ひとりひとりの個性を大切にします。

･遊びながら体を動かして感覚を養っていきます。

(マット･鉄棒･跳び箱･縄跳び･かけっこ･バスケット･サッカー･

バドミントン等)

ひとりひとりを大切にし「生きる力」をはぐくみます。子ども

主体の内容です。(体づくり･マット･鉄棒･跳び箱･縄跳び･走･バ

レーボール･バドミントン･ミニバスケット･ミニサッカー等の基

本的技能習得、仲間と創意工夫した身体活動)仲間をつくって

Let's　Sport!

子どもの「楽しい!!」を大切に、走ったり･跳んだり･投げたり･

転がったりと体を動かす事を遊び感覚のプログラム中心に行い

ます。

「小さなできた」を積み重ね、何事にも「やってみよう！」と

思う気持ちを育みます。

キッズスポーツから発展した多彩なプログラムに取り組みま

す。仲間と一緒に体を動かす楽しさや「できない」から「でき

る」そのプロセスを楽しみ共有しましょう。

年令とレベルに応じて基本練習から試合の出来るところまで指

導します。初心者歓迎します。

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

長

　

野

小

山

田

土曜

 9:00～10:00

年少(3歳児)

年中(4歳児)

年長(5歳児)

最大25名まで

最少履行人数

5名以上

小山田小

体育館

ナガスポスクールプログラムナガスポスクールプログラムナガスポスクールプログラムナガスポスクールプログラム

　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る為、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。

名称
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活動日･時間 場所 対象･定員

水曜

10:10～11:40

武道館

他

一般

15～20名

42式太極剣のみ

金曜

 9:30～11:00

武道館

他

一般

15～20名

簡化24式太極拳

32式太極剣

太極扇

水曜朝

 9:00～10:00

武道館

他

一般

25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

19:00～20:00

キックス

多目的ｽﾀｼﾞｵ

小1～一般

25名程度

※小学生は親子参加のみ

土曜

13:00～14:15

キックス

多目的ｽﾀｼﾞｵ

長野小体育館

他

小･中学生

20名程度

土曜

13:00～13:50

長野小

多目的ﾎｰﾙ

4歳児･5歳児

20名

原則第2･4日曜

9:00～10:30

キックス

多目的ｽﾀｼﾞｵ

他

中学生～一般

20名程度

原則第1･3土曜

13:00～14:30

ｸﾗﾌﾞﾊｳｽ

年中(4歳児)～一般

20名程度

原則第2･4土曜

13:00～14:00

小１～一般

8名程度

※小3以上は毛筆のみ

原則第2･4土曜

14:00～15:00

小１～一般

8名程度

※小3以上は毛筆のみ

原則第2･4土曜

15:00～16:00

小１～一般

8名程度

※小3以上は毛筆のみ

活動日･時間 場所 対象･定員

小学生男女

水曜

 14:30～16:30

てんとう虫

パーク

フットサル場

３歳児

４歳児

５歳児

週１回コース　2,750円/月

週２回コース　4,400円/月

3,850円/月

火･木---長野小.三日市小

水 -----小山田小

 17:00～19:00

長野･小山田･

三日市教室

キッズ

名称

チアダンスを通じて、明るく楽しみながら体を動かし、運動に

親しみをもち、お友達と一緒に踊ることでお子様の協調性も育

みます。

※年数回イベント出演予定です。

ハワイアンミュージックに癒されて「ゆったりと優しさあふれ

るフラ」「軽快に笑顔あふれるフラ」楽しみませんか？希望者

のみフライベント参加有！

［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。

筆で文字を書く、個々の個性が発揮され書くことが好きにな

り、うれしくなる。ストレスを忘れ　身も心も健康につながり

ます。また日本だけが持つ“かな”文字の美しさもマスター

し、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。)

※小3以上は毛筆のみとしておりますが、諸事情によりどうして

も硬筆をご希望の方はお申し出下さい。

サッカースクールサッカースクールサッカースクールサッカースクール

内容

囲　　碁

名称

ヨ    ガ

※月２回表示のスクールは活動内容や施設状況により、週を変更して活動することもあります。

　またナガスポスクールは年単位のプログラムですので必ずしも月２回で活動があるわけではありません。

キンダー

チアダンス

フラハラウ

マーラプア

(フラ)

書　　道　③

ｸﾗﾌﾞﾊｳｽ

書　　道　②

書　　道　①

太 極 拳

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。

目標･内容

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。

ジュニアダンス

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。
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代表 活動場所 対象 会費(全て税込) 目的･内容

森本　純次

土･日

 長野小G

小学生男女

3,600円～

4,600円/月

飯田　　聡

月･水･金　土･日

 下里人工芝G

中学生男子 12,100円/月

土口　忠代

土･日

 久野喜台小G

小学生男女

3,600円～

4,600円/月

飯田　　聡

火･木

 初芝橋本高校G

中学生男子 12,100円/月

代表･連絡先 活動場所 対象 会費 目的･内容

土曜 9:00～17:00

 小山田小G

日曜

 試合等未定

小学生男女

6,600円/3ｹ月

(別途登録料必要)

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。

キッズ

スクール

土曜 9:00～10:30

 小山田小G

年中･年長

男女

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。

岸本　豊和

080-5714-8791

火曜18:30～20:30

 武道館

水曜18:30～20:30

土曜18:00～20:30

 小山田小体育館

年少～中学生

高校生

大学生

社会人

2,500円/月

入会金1,500円

未就学児は

500円/月

(19:30まで)

剣道を通して、誠実かつ柔

軟に自分の人生を切り拓く

事ができる様、子ども達の

未来を考えて指導します。

Email

 oyamada.toubi@gmail.com

小学生

3,500円/月

入会金必要

中学生

4,000円/月

入会金必要

土曜

 長野小体育館

 市民総合体育館

小学生～

男女

Aｸﾗｽ

3,000円/月

Bｸﾗｽ

4,000円/月

入会金なし

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。

ハピネスクラブ

(入門)

土曜

 長野小体育館

 市民総合体育館

2才～

男女

2,000円/月

入会金なし

音楽にあわせておどったり

バトンをまわしてみたり楽

しく踊ろう、身体をのびの

び動かそう！

中岡　由紀

090-9622-5351

月曜18:00～21:00

 長野小学校

小6以上

2,500円/月

入会金2000円

Tｼｬﾂ･保険代

として

月に基本4回練習予定

CxCheerProgram

事務局

080-8812-0896

土曜

 長野小多目的ﾎｰﾙ

 阪和学園体育館

小1～小4(ｼｬｲﾆｰｸﾗｽ)

　14:00～14:50

小5～中3(ｽﾀｰｸﾗｽ)

　15:00～15:50

中学生は基本的に継

続者のみとします。

新規の中学生はお問

合せください。

小1～小4

20名

小5～中3

 20名

5,610円/月

入会金5,100円

(Tｼｬﾂ代含)

年会費1,650円

(入会翌年度以降)

地域密着型チアダンス教室

プログラム「CxCheer

Program(ｼｰﾊﾞｲﾁｱﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ)」

では、レッスンを通じてチ

アスピリット(相手を応援す

る気持ち)、「自立･協力･感

謝」の精神溢れる、元気で

明るいチアリーダーを育て

ます。また、地域の応援団

として地域のイベントやス

ポーツ大会等に出演するこ

とで、地域への愛着を育み

ます。年5～6回程度イベン

ト出演･発表会あり

名称

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/

連絡先：0721-56-2032

金曜

 小山田小体育館

空手拳法･グローブ空手

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

河内長野

バトントワ－リング

クラブ

宮川

090-5965-9209

クラブクラブクラブクラブ

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。

名称

サークルサークルサークルサークル

ノガーナFC金剛

ノガーナFCｈ橋本

長野FCジュニア

長野FCジュニアユース

CxCheer Program

Nagano Spirits

(チアダンス教室)

チアホリックス所属

小山田

サッカークラブ

矢野 多希雄

090-1024-5765

事務局

富岡　寛子

090-1909-0961

小山田桃美道場

おやまだとうびどうじょう

(剣道)

ＢＬＵＥ ＳＫＹ

バレーボール

グローブ空手

眞道會館

眞鍋道場

眞鍋　健児

090-1907-8028
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Ｒ４年予算額 備　　　考

Ⅰ収入の部

１.会費 258,000258,000258,000258,000

0

45,000
個人会費

0

45,000
サークル会費

168,000

0

　　２.補助金収入 750,000750,000750,000750,000

[1]民間助成金収入

①(公財)ライフスポーツ財団 320,000
ちびフェス･キンダースポーツ

② 子どもゆめ基金 430,000
チャレンジスノー

[2]その他の補助金収入　

0

　　３.寄附金収入 50,00050,00050,00050,000

[1]寄付金収入

50,000

４.事業収益

7,456,0007,456,0007,456,0007,456,000

　　 [1]事業収益 2,820,000
スクール会費

[2]雑収益 16,000

　　 [1]事業収益 4,620,000

[2]雑収益 0

　　　　　　

59,180,00059,180,00059,180,00059,180,000

①クラブの運営事業

a.長野フットボールクラブ等 39,180,000

b.合宿･遠征等 20,000,000

0

740,000740,000740,000740,000

①金剛山ハイキング 39,000

②樹氷ハイキング 51,000

③研修会 0

④チャレンジキャンプ 265,000

385,000

特定非営利活動法人長野総合スポーツクラブ

特定非営利活動に係る事業会計活動予算書(案)特定非営利活動に係る事業会計活動予算書(案)特定非営利活動に係る事業会計活動予算書(案)特定非営利活動に係る事業会計活動予算書(案)

(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

(単位:円)

科　　目

第５号議案第５号議案第５号議案第５号議案

[1]正会員受取入会金(個人)

[2]正会員受取会費(個人)

[3]正会員入会金(団体)

[4]正会員年会費(団体)

[5]賛助会員受取会費

[6]名誉会員

(1)スポーツ･文化に関するスクールの設置運営事業

①ナガスポスクール

②サッカースクール

(2)スポーツ･文化に関するクラブ･サークルの設置･運営･支援事業

(長野FCJY･長野FCJr･ﾉｶﾞｰﾅFC金剛･ﾉｶﾞｰﾅFCh橋本)

②サークルの支援事業

(3)各種講習会･研修会の開催事業

⑤チャレンジスノー
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Ｒ４年予算額 備　　　考

(4)各種大会、イベントの企画･開催事業 333,900333,900333,900333,900

①ちびっこフェスティバル 17,000

 
②ノガーナカップ 210,000

③みんなのスポーツフェスタ 100,000

 
④ナガスポ体力測定会 900

⑤チャレンジスイミング 0

⑥クリスマス会 6,000

0000

①クラブマネージャー及び講師派遣 0

10,505,00010,505,00010,505,00010,505,000

①いきいき長寿スポーツ大会 0

②河内長野市Fes 6,205,000

③ヒュンメルスクール 4,300,000

21,870,00021,870,00021,870,00021,870,000

①学校環境管理業務 12,512,000
小学校6校

②学校施設管理業務 2,055,000
阪和学園

③下里運動公園･総合運動場施設管理業務 7,303,000

44,00044,00044,00044,000

①情報発信事業 44,000

(9)他団体･他組織との連携、共催事業 3,825,0003,825,0003,825,0003,825,000

①各種イベント 3,700,000
ｸﾗﾌﾞﾌｪｽﾀ･ﾀﾞﾝｽﾌｪｽ･AFG

②大阪SCねっと関連事業 125,000

435,000435,000435,000435,000

①各種体験会･普及教室 435,000

②地域イベント協力事業 0

2,987,0002,987,0002,987,0002,987,000

①阪和学園体育館管理運営業務 413,000

②ノガーナサッカー場管理運営業務 2,574,000

③マイクロバス管理運営業務 0

④大阪女学院グランド管理運営業務 0

6,308,6006,308,6006,308,6006,308,600

①クラブ運営事業

　[1]事業収益 6,295,600
会員入会金･諸経費

　[2]雑収益 13,000

　[3]受け取り利息収入 0

114,742,500114,742,500114,742,500114,742,500

56,653,33656,653,33656,653,33656,653,336

171,395,836171,395,836171,395,836171,395,836

(5)指導者派遣事業

科　　目

(6)スポーツに関する行政など関係機関からの受託事業

(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

(8)スポーツ･レクリエーションに関する情報発信事業

(10)地域活性化の為の地域貢献事業

(11)所有財産管理事業

(12)その他の目的を達成するために必要な事業

当期収入合計(Ａ)当期収入合計(Ａ)当期収入合計(Ａ)当期収入合計(Ａ)

合併時正味財産額合併時正味財産額合併時正味財産額合併時正味財産額

収入合計(Ｂ)収入合計(Ｂ)収入合計(Ｂ)収入合計(Ｂ)
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Ｒ４年予算額 備　　　考

Ⅱ支出の部

１.事業費

5,178,0005,178,0005,178,0005,178,000
スクール謝金/スポーツ用具費

2,938,000
助成金対象

2,240,000

57,200,00057,200,00057,200,00057,200,000

①クラブの運営事業

a.長野フットボールクラブ等 37,900,000

b.合宿･遠征等 19,300,000

　a.小山田サッカークラブ 0

　b.河内長野バトントワリングクラブ 0

　c.小山田桃美道場 0

　d.グローブ空手眞道會館 0

　e.BLUE SKY 0

　f.C×Cheer Progam 0

1,273,0001,273,0001,273,0001,273,000

①金剛山ハイキング 44,000

②樹氷ハイキング 40,000

③研修会 0

④チャレンジキャンプ 270,000

919,000
助成金対象

(4)各種大会、イベントの企画･開催事業 392,000392,000392,000392,000

 
①ちびっこフェスティバル 124,000

助成金対象

②ノガーナカップ 154,000

③みんなのスポーツフェスタ 47,000

④ナガスポ体力測定会 13,000

⑤チェレンジスイミング 0

⑥クリスマス会 54,000

0000

①クラブマネージャー講師派遣 0

6,834,0006,834,0006,834,0006,834,000

①いきいき長寿スポーツ大会 0

②河内長野市Ｆｅｓ 4,890,000

③ヒュンメルスクール 1,944,000

21,100,00021,100,00021,100,00021,100,000

11,736,000
小学校6校

②学校施設管理業務 2,058,000
阪和学園

③下里運動公園･総合運動場施設管理業務 7,306,000

53,00053,00053,00053,000

①情報発信事業 53,000
HPﾚﾝﾀﾙｻｰﾊﾞｰ

(9)他団体･他組織との連携、共催事業 2,771,0002,771,0002,771,0002,771,000

①各種イベント 2,620,000

②大阪SCねっと関連事業 151,000

科　　目

(1)スポーツ･文化に関するスクールの設置運営事業

①ナガスポスクール

②サッカースクール

(2)スポーツ･文化に関するクラブ･サークルの設置･運営･支援事業

②サークルの支援事業

(3)各種講習会･研修会の開催事業

⑤チャレンジスノー

(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

(6)スポーツに関する行政など関係機関からの受託事業

(7)スポーツに関する行政など関係機関からの施設運営委託事業

①学校環境管理業務

(8)スポーツ･レクリエーションに関する情報発信事業
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Ｒ４年予算額 備　　　考

(10)地域活性化の為の地域貢献事業 463,000463,000463,000463,000

①各種体験会･普及教室 448,000

②地域イベント協力事業 15,000

4,713,0004,713,0004,713,0004,713,000

①阪和学園体育館管理運営業務 166,000

②ノガーナサッカー場管理運営業務 3,788,000
減価償却費含む

③マイクロバス管理運営業務 759,000
減価償却費

④大阪女学院グランド管理運営業務 0

(12)その他の目的を達成するために必要な事業 2,616,9392,616,9392,616,9392,616,939

①クラブ運営事業 2,616,939

２.管理費 15,231,06115,231,06115,231,06115,231,061

1 給料手当 3,800,000

2 アルバイト給料 816,000

3 法定福利費 1,840,000

4 福利厚生費 422,000

5 印刷製本費 341,000

6 会議費 77,000

7 旅費交通費 241,000

8 車両燃料費 685,864

9 車両費 279,947

10 通信運搬費 687,000

11 消耗品費 232,000

12 修繕費 20,000

13 水道光熱費 265,000

14 地代　家賃 420,000

15 広告宣伝費 15,000

16 接待交際費 460,000

17 新聞図書費 13,000

18 減価償却費 53,000

19 保険料 712,250

20 諸会費 87,000

21 慶弔費 38,000

22 租税公課 2,382,000

23 支払手数料 1,295,000

24 雑費 49,000

３．予備費 177,500177,500177,500177,500

４．特別基金繰り出し 350,000350,000350,000350,000

118,352,500118,352,500118,352,500118,352,500

△ 3,610,000△ 3,610,000△ 3,610,000△ 3,610,000

53,043,33653,043,33653,043,33653,043,336

2,827,2172,827,2172,827,2172,827,217 円円円円

4,527,6964,527,6964,527,6964,527,696 円円円円

科　　目

基　金　残　高　　(令和4年4月1日)基　金　残　高　　(令和4年4月1日)基　金　残　高　　(令和4年4月1日)基　金　残　高　　(令和4年4月1日)

　施設修繕積立金残高(令和4年2月21日)　施設修繕積立金残高(令和4年2月21日)　施設修繕積立金残高(令和4年2月21日)　施設修繕積立金残高(令和4年2月21日)

(11)所有財産管理事業

当期支出合計(Ｃ)当期支出合計(Ｃ)当期支出合計(Ｃ)当期支出合計(Ｃ)

当期収支差額(Ａ)-(Ｃ)当期収支差額(Ａ)-(Ｃ)当期収支差額(Ａ)-(Ｃ)当期収支差額(Ａ)-(Ｃ)

次期繰越正味財産額(Ｂ)-(Ｃ)次期繰越正味財産額(Ｂ)-(Ｃ)次期繰越正味財産額(Ｂ)-(Ｃ)次期繰越正味財産額(Ｂ)-(Ｃ)

※当該年度はその他の事業の実施を予定していません
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杉　岡　亜　土 理事長･事務局長 矢　野　多希雄 理事･小山田SC

稲　垣　勝　裕 副理事長･ミニバスケットボール 森　本　純　次 理事･長野FC

山　本　千栄子 理事･スポーツ推進委員 波戸岡　京　子 理事･キッズ･トータル

岩　田　真砂美 理事キンダー･キッズ･トータル 濱　野　千　鶴 理事･キンダースポーツ

山　野　昌　彦 理事･長野FC 井　上　昭　応 監事

飯　田　　　聡 長野FC･ノガーナFCh橋本 土　口　忠　大 ノガーナFC金剛

長谷川　行　夫 バドミントン 木　下　みどり キンダースポーツ

中　山　多喜子 太極拳 宮　崎　純　代 キッズ･トータル

辻　　　公　子 ヨ ガ 大　川　敦　子 キッズ･トータル

濱　名　容　子 ヨ ガ 祐　末　ひとみ キッズ･トータル

竹　原　延　浩 卓 球 安　井　綸太郎 キッズ･トータル

井　上　友　子 卓 球 森　花　弘　美 キンダースポーツ

大　谷　茂　美 卓 球 川　口　　　緑 キンダースポーツ

澤　邊　敬　史 卓 球 川　畑　佳　介 ミニバスケット

原　山　博　人 卓 球 酒　見　明　良 ミニバスケット

加　藤　　　稔 バドミントン 中　岡　　　緑 フ ラ

緒　方　　　博 バドミントン 中　岡　由　紀 バレーボール

濱　上 　　 圭 バドミントン 北　森　優　一 イベント担当

大　野　翠　石 書道

ＢＬＵＥ　ＳＫＹ (バレーボール）

令和４年度　長野総合スポーツクラブ正会員名簿

参考資料　

C x C h e e r   P r o g r a m  （チアダンス）

個

人

団

体

小山田サッカークラブ

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

小山田桃美道場（剣道）

P.34


