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小学生
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平成29年
4月　ドリーム　ステージ
 
6月   K-GATE
7月   関西少年グローブ空手大会
8月   SHO THE SPIRIT
9月   K-GATE
10月　関西少年グローブ空手大会
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

河内長野市春季市民大会
河内長野市秋季市民大会
その他交流試合、大会出場

土・日
長野小Ｇ

BLUE SKY
（バレーボール）

CxCheer Progam

グローブ空手
眞道會館

河内長野
バトントワリングクラブ

活動実績

土曜
9：00～10:30
小山田小Ｇ

平成29年
12月 9日　阪和学園理事長杯
12月16日　ナガスポクリスマス会
平成30年
3月11日   みんなのスポーツフェスタ2018

木
阪和学園体育館

小山田源流館
平成29年
4月16日　第44回 泉大津少年剣道大会
5月 7日　第14回 広川少年剣道大会
5月14日　第37回 三浦旗少年剣道大会
5月21日　第37回大阪府道場少年剣道大会
6月25日　第50回 大阪府少年剣道大会
7月 9日　紀見少年クラブ創立25周年記念大会
7月15・16日　第4回 和歌山ビッグホエール、ビックウェーブ杯 争奪全国選抜少年剣道練成大会
8月 4日～6日　小山田源流会　夏合宿
8月20日  川上村第15回 剣道交流大会
8月27日　宮原少年剣友会創立45周年記念大会

(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

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チビリンピック　中央大会出場
U-11大阪小学生大会　中央大会出場　ベスト16進出
U-12全日本少年サッカー大会　大阪府大会　中央大会出場

ジュニアユース
アドバンスリーグ1部　4位
アドバンスリーグ3部　7位
フューチャーリーグ1部　4位
フューチャーリーグ4部　3位
U-15 日本クラブユース関西大会出場
U-14 大阪クラブユーストーナメント　大阪ベスト4

平成29年
4月 29日　第36回 マリ・バトンスクールコンペティション
6月  3日　河内長野バトントワリング大会
6月 25日　第35回 関西バトントワリングコンテスト
7月 11日　マリバトン発表会
10月22日　体操フェスティバル

平成30年
2月17日 大阪府バトントワリングコンテスト
3月11日 スポーツフェスタ

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

月･火･水･木
各小学校

小学生男女

長
野
フ

ッ
ト
ボ
ー
ル
ク
ラ
ブ

ス
ク
ー
ル
事
業

月・水・金
土・日
下里Ｇ

赤峰G・大師G

定期練習・交流試合

月：千代田中学校
木：千代田小学校

18:30～21：00
(4月～9月）

18：00～21：00
(10月～3月）

定期練習

平成29年9月より団体名変更

小山田桃美道場

年長～
中学3年

(水)(土)
小山田小体育館

小山田桃美道場
平成29年
12月 2日　河内長野連盟会長杯
平成30年
2月 17日　近畿選抜少年剣道大会

小山田源流館
（剣道）



  ①　各種スポーツ講習会
      （a） 体力測定会 

日時：平成29年4月22日（土）
場所：阪和学園体育館・ノガーナサッカー場
対象：長野フットボールクラブ・ノガーナｈ橋本　ＪＹ生（Ｕ-13）　　　　　　　　　　　　　参加者63名
協力：大阪大谷大学、河内長野市スポーツ推進委員会

      （ｂ） チャレンジスイミング
日時：平成29年7月8日15日（土）　　2部
場所：小山田小プール・長野小プール
対象：スクール会員（小学生）　　　　　　　　　　　　　 参加者77名

      （ｃ） 金剛山ハイキング
 日時：平成29年11月3日（木・祝） ※台風影響の為中止
 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

　　　（ｄ）ウォーキングセミナー
日時：平成29年10月30日（月）
場所：阪和学園体育館
対象：一般・クラブスタッフ  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 参加者　9名
協力：ＯＳＵヘルスサポートアカデミー

      （e） 金剛山樹氷ハイキング
日時：平成30年1月7日（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28名
協力：香楠荘

　②研修会
平成29年度は開催なし

  ③サマースポーツキャンプ
 　　　（a）チャレンジリバー体験（カヌー・里山遊び） ※最少催行人数に満たず中止

 日時：平成29年7月30日（日） 　

 対象：小学 3年生～中学生　　　　　　
 協力：フジタカヌー

  　　（ｂ）金剛山・日帰りキャンプ
日時：平成29年8月19日（土）　
場所：大阪府南河内郡千早赤阪村（金剛山） 参加者14名
対象：小学 1、2年生

  　　（ｃ）金剛山・1泊2日キャンプ
日時：平成29年8月19日（土）8月20日（日）　
場所：大阪府南河内郡千早赤阪村（金剛山） 参加者 15名
対象：小学 3～6 年生　　　　　　

  ④チャレンジスノー体験
日時：平成30年2月3日（土）2月4日（日）　１泊２日
場所：ハチ高原スキー場/兵庫県養父市
対象：小学3年生以上　　　　　　　　　 参加者34名
協力：大阪府スキー連盟所属「野うさぎスキークラブ」

（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

P.3P.3P.3P.3

協力：ＨＯＳグループ（ウェルネス　フォレスト三日市）

 場所：京都府相楽郡笠置町



　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：平成29年6月17日（土）
場所：キックスイベントホール
対象：1歳6ヵ月～未就学児の親子 参加者104名
協力：ほのぼのルーム大矢船

　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59チーム

　③みんなのスポーツフェスタ　2017
日時：平成30年3月11日（日）
場所：長野中学校（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1000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

　④その他のイベント

　　　（a）フラワーかふぇ
日時：平成29年11月22日（水）
場所：クラブハウス
対象：スクール・サークル会員、会員家族 参加者　8名

　　　（ｂ）ハッピークリスマス
日時：平成29年12月16日（土）
場所：長野小体育館
対象：スクール会員と会員家族　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　参加者116名

　①クラブマネージャー講師派遣事業
　　　(a)富山県体育協会　地域スポーツスキルアップ研修

日時：平成29年11月18日（土）
場所：富山県総合体育センター
内容：事例発表（他組織との連携事業）
主催：富山県体育協会

　　　(b)大阪府地域スポーツネットワーク会議
日時：平成30年3月18日（日）
場所：咲洲ホール
内容：事例発表（地域の学校との連携-雇用の創生）
主催：ＮＰＯ法人大阪府総合型地域スポーツクラブ連絡協議会

　②指導者派遣事業
　　　（a)くろまろキッズ（ちびっこフェスティバル）

日時：平成29年8月26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：2歳～未就学児の親子

　　　(b)いきいき長寿スポーツ大会
日時：平成29年10月11日（水）
場所：河内長野市立総合体育館
対象：市内老人会会員
主催：市老人会連合会

（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）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
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日時：平成29年4月30日、5月3～5日、7日6月24、25日7月2日、2月25日、3月25日　全10回



　①放課後こども教室　7校　34回（地域教育推進課）
対象：各小学校児童
場所：河内長野市立楠小学校 　３回
場所：河内長野市立加賀田小学校 　２回
場所：河内長野市立南花台小学校 　３回
場所：河内長野市立長野小学校 　４回
場所：河内長野市立高向小学校 　２回
場所：河内長野市立千代田小学校 　６回
場所：河内長野市立天見小学校 １４回

　②三日市幼稚園PTA放課後保育体操教室 　７回

場所：河内長野市立三日市幼稚園
対象：三日市幼稚園児
主催：三日市幼稚園ＰＴＡ

　③放課後「楠元気っ子教室」 ９回

内容：放課後、対象児童に運動教室を実施
場所：河内長野市立楠小学校
対象：楠小４年生、５年生の児童
主催：河内長野市立楠小学校学校運営協議会

　①学校環境管理業務
　 内容：学校環境整備・安全管理

場所：河内長野市立長野小学校、小山田小学校、石仏小学校

　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クラブパンフレット発行 1回　市内小学校全校配布7,000部

  ②クラブハウスだより発行 7回　各500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
　　　第6回大阪府総合型地域スポーツクラブ交流大会

日時：平成29年11月19日（日）
場所：大阪府門真スポーツセンター　東和薬品ＲＡＣＴＡＢドーム 参加者14名

　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：毎月1回
場所：大阪体育協会内会議室 参加者各日2名

（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
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（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

対象：スクール会員　（小山田トータルスポーツ、サークルＣ×Ｃｈｅｅｒプログラム長野スピリッツ）



(ｂ)総会
日時：平成29年6月18日（日）
場所：エディオンアリーナ内大阪体育協会 参加者3名

(ｃ)運営指導者スキルアップ研修及び総合型クラブ交流会①
日時：平成29年7月9日（日）
場所：大阪府豊能町　ヴィエントとよの 参加者1名

(ｄ)運営・指導者スキルアップ研修及び総合型クラブ交流会②
日時：平成29年7月17日（月祝）
場所：門真市立総合体育館 参加者2名

（e）キッズスポーツ王国体験会2017
日時：平成29年8月10日（木）
場所：舞洲スポーツアイランド 参加者2名

日時：平成29年11月25日（土）
参加者2名

(ｇ)総合型地域スポーツクラブ育成推進事業「総合型クラブ交流会」
日時：平成30年1月7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 参加者3名

(ｈ)運営・指導者スキルアップ研修及び総合型クラブ交流会③

日時：平成30年1月8日（月祝）
場所：阪和学園体育館 参加者2名

(ｉ）地域スポーツ大学
日時：平成30年1月20日（土）21日（日）
場所：海南スポーツセンター 参加者3名
主催：近畿ブロック総合型地域スポーツクラブ連絡協議会

(ｊ)大阪府地域スポーツネットワーク会議
日時：平成30年3月18日（日）
場所：咲洲庁舎 参加者3名

　③視察受入れ
（ａ）平成29年6月2日（金）　　大阪市
（ｂ）平成29年9月26日（火）　　泉大津市
（ｃ）平成30年1月5日（金）　　和歌山県
（ｄ）平成30年1月15日（月）　　憩楽クラブかつらぎ

（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

　①地域貢献事業
　　　(a)わくわくキャラバン
　　　　親子de運動遊び（未就園児の親子対象）

日時：平成29年5月19日（金）
場所：武道館

　　　　たのしい運動遊びプログラム（市内小学1,2年生対象）
日時：平成29年5月27日（土）
場所：小山田小学校体育館

　　　(b)駅前子ども教室（スポーツチャンバラ・ダンス）

日時：平成29年7月16日（日）

場所：子ども交流ホール

対象：市内在住の小・中学生　　　　　　 　　　　　　　　 参加者27名

主催：河内長野市生涯学習部地域教育推進課 

P.6P.6P.6P.6

（f) 近畿ブロッククラブネットワークアクション2017

場所：＠京都テルサ



　②地域イベント協力事業

　　　(a)市民まつり
日時：平成29年5月14日（日）
場所：赤峰市民運動場

　　　(b)小学生駅伝大会
日時：平成29年12月3日(日)
場所：関西サイクルスポーツセンター

（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：2,536名（阪和学園学校行事を除く）定期利用登録団体10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：17,333名　定期利用登録団体　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、ラグビー（練習）
　　　　　　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　4回　

　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。

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、チアダンス等

P.7P.7P.7P.7



第 9 期

自 平成29年 4月 1日

至 平成30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

 

決　算　報　告　書



科　　　目 金　　額 科　　　目 金　　額

全事業所 平成30年 3月31日 現在

負　債 の　部資　産　の　部

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

 【流動資産】  【流動負債】

  （現金・預金）   未　払　金        1,335,171 

   現　　　金           70,295   前　受　金          461,800 

   普通　預金        2,722,597   預　り　金           19,124 

    現金・預金 計        2,792,892   未払消費税          780,100 

  （売上債権）    流動負債  計        2,596,195 

   未　収　金        1,612,595 負債の部合計        2,596,195 

    売上債権 計        1,612,595 正　味　財　産　の　部

  （その他流動資産）  【正味財産】

   前払　費用          184,170   前期繰越正味財産額       73,552,581 

   立　替　金              800   当期正味財産増減額      △4,269,276 

    その他流動資産  計          184,970    正味財産　計       69,283,305 

     流動資産合計        4,590,457 正味財産の部合計       69,283,305 

 【固定資産】  

  （有形固定資産）  

   建物附属設備       20,652,614  

   構　築　物       43,106,800  

   車両運搬具        3,419,097  

   什器　備品           88,562  

    有形固定資産  計       67,267,073  

  （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       67,289,043  

資産の部合計       71,879,500 負債・正味財産の部合計       71,879,500 



全事業所 平成30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           70,295 

      普通　預金        2,722,597 

        ゆうちょ銀行         (935,047)

        三菱東京ＵＦＪ銀行         (864,923)

        大阪南農業協同組合         (278,240)

        紀陽銀行         (615,348)

        南都銀行          (29,039)

          現金・預金 計        2,792,892 

    （売上債権）

      未　収　金        1,612,595 

        施設使用料返金分           (1,050)

        学校管理業務         (496,100)

        施設管理業務         (856,045)

        施設使用料         (259,400)

          売上債権 計        1,612,595 

    （その他流動資産）

      前払　費用          184,170 

        施設使用料          (69,250)

        スポーツ安全保険          (67,400)

        会員証代          (21,600)

        ホームページ年間更新料          (25,920)

      立　替　金              800 

        その他流動資産  計          184,970 

          流動資産合計        4,590,457 

  【固定資産】

    （有形固定資産）

      建物附属設備       20,652,614 

        ノガーナサッカー場      (20,652,614)

      構　築　物       43,106,800 

        ノガーナサッカー場      (43,106,800)

      車両運搬具        3,419,097 

        totoバス       (3,419,097)

      什器　備品           88,562 

        コピー機               (1)

        アンプ・マイク               (1)

        輪転機          (88,560)

          有形固定資産  計       67,267,073 

    （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       67,289,043 

            資産の部  合計       71,879,500 

《負債の部》



全事業所 平成30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

  【流動負債】

    未　払　金        1,335,171 

      従業員給料３月分         (419,695)

      施設使用料           (4,000)

      会計事務所費用         (108,000)

      コピー機カウンター料金          (38,046)

      学校管理業務         (404,180)

      施設管理業務         (246,850)

      業務委託費         (114,400)

    前　受　金          461,800 

      ナガスポ諸経費         (397,500)

      ナガスポ入会金          (39,500)

      その他          (20,000)

      ナガスポ年間運営費           (3,300)

      ナガスポスクール料           (1,500)

    預　り　金           19,124 

      源泉所得税          (19,124)

    未払消費税          780,100 

      流動負債  計        2,596,195 

        負債の部  合計        2,596,195 

 

        正味財産       69,283,305 



特定非営利活動法人長野総合スポーツクラブ 自 平成29年 4月 1日　至 平成30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           88,000 

    賛助会員受取会費           85,000 

  【受取助成金等】

    受取助成金          780,000 

  【事業収益】

    事業　収益       14,087,914 

    受託事業収益       16,115,084 

  【その他収益】

    受取　利息               23 

    雑　収　益           62,668 

        経常収益  計       31,218,689 

【経常費用】

  【事業費】

    （人件費）

      給料　手当(事業)        2,928,466 

        人件費計        2,928,466 

    （その他経費）

      業務委託費        9,033,411 

      諸　謝　金        5,310,090 

      事業付帯費          509,817 

      印刷製本費(事業)           40,260 

      会　議　費(事業)           19,000 

      旅費交通費(事業)          224,320 

      車　両　費(事業)          188,780 

      車両燃料費(事業)          122,260 

      通信運搬費(事業)           30,533 

      消耗品　費(事業)          476,439 

      賃  借  料(事業)          238,400 

      施設使用料        1,188,650 

      減価償却費(事業)        4,707,292 

      保　険　料(事業)           96,254 

      研　修　費           82,954 

      支払手数料(事業)          130,454 

      管理　諸費(事業)          594,200 

      雑　　　費(事業)           78,888 

        その他経費計       23,072,002 

          事業費  計       26,000,468 

  【管理費】

    （人件費）

      給料　手当        5,134,840 

      法定福利費           17,130 

      福利厚生費           53,028 

        人件費計        5,204,998 

    （その他経費）



特定非営利活動法人長野総合スポーツクラブ 自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日

活　動　計　算　書
[税込] （単位：円）

      印刷製本費          195,055 

      会　議　費           98,349 

      旅費交通費          145,200 

      通信運搬費          235,965 

      消耗品　費           62,281 

      水道光熱費          208,032 

      広告宣伝費            5,000 

      接待交際費            1,479 

      減価償却費           59,040 

      保　険　料           31,090 

      諸　会　費           61,400 

      慶　弔　費           27,960 

      租税　公課          848,750 

      支払手数料          396,583 

      支払　利息          301,715 

      雑　　　費           22,600 

        その他経費計        2,700,499 

          管理費  計        7,905,497 

            経常費用  計       33,905,965 

              当期経常増減額      △2,687,276 

【経常外収益】

    経常外収益  計                0 

【経常外費用】

  過年度損益修正損        1,582,000 

    経常外費用  計        1,582,000 

        税引前当期正味財産増減額      △4,269,276 

        経理区分振替額                0 

          当期正味財産増減額      △4,269,276 

          前期繰越正味財産額       73,552,581 

          次期繰越正味財産額       69,283,305 

【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。



特定非営利活動法人長野総合スポーツクラブ

【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　2011年11月20日一部改正　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、税込経理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】
[税込]（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

スクールの設置・運営事業 0 360,000 360,000 0

講習会・研修会の開催事業 0 370,000 370,000 0

大会・イベントの企画・開催事業 0 50,000 50,000 0

合計 0 780,000 780,000 0

【固定資産の増減内訳】
[税込]（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

防球フェンス設置工事 22,135,706 0 0 22,135,706 △ 1,483,092 20,652,614

人工芝新設工事 44,624,016 0 0 44,624,016 △ 1,517,216 43,106,800

マイクロバス 5,766,120 0 0 5,766,120 △ 2,347,023 3,419,097

コピー機 650,000 0 0 650,000 △ 649,999 1

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 △ 132,840 88,560

合計 73,795,167 0 0 73,795,167 △ 6,528,094 67,267,073

財務諸表の注記財務諸表の注記財務諸表の注記財務諸表の注記

平成30年 3月31日 現在
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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　役員の変更について　役員の変更について　役員の変更について

　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

　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

　理事 澤　井　貴　子 ピーチスマイル

　理事 森　本　純　次 特非)長野ＦＣ

　監事 栗　原　智　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 松  本　裕  史 長野中学校長

　顧問 辻  尾　悟  司 長野小学校長

　顧問 三　並　睦　子 小山田小学校長

平成30、31年度　長野総合スポーツクラブ役員及び顧問名簿

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



第 4 号議案 NPO 法の改正等に伴う定款変更について 

 

第 10章 雑則 第 53条（公告） 

 

変更後（新） 変更前（旧） 

第１０章 雑則 

 （公告） 

第５３条 この法人の公告は、この法人の掲示

場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。 

ただし、法第２８条の２第１項に規定する貸借

対照表の公告については、この法人のホームペ

ージにおいて行う。 

第１０章 雑則 

 （公告） 

第５３条 この法人の公告は官報により行う。 
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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。

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

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る。
場所/ クラブハウス・ノガーナサッカー場・阪和学園体育館等
日時/ 随時
対象/ 一　般

① 事業名: 各種スポーツ講習会、研修会
内容/
場所/ ノガーナサッカー場・阪和学園体育館
日時/
対象/ サークル会員（サッカー）　参加人数63名

内容/
場所/ 長野小学校及び小山田小学校
日時/
対象/ スクール会員

内容/
場所/ 金剛山
日時/
対象/ 一　般

内容/ ウォーキングセミナー
場所/ 未定
日時/ 未定
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

2018年11月3日（土祝）

金剛山ハイキング

P.19P.19P.19P.19

1.特定非営利活動に係わる事業

長野小学校・小山田小学校・武道館・クラブハウス・ノガーナサッカー場・阪和学園体育館等

（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

チャレンジスイミング

2018年7月7日（土）14日（土）

体力測定会

2018年4月22日（土）

（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

第5号議案第5号議案第5号議案第5号議案

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）

（２０１８年４月１日～２０１９年３月３１日）

事業実施方針

スクール・サークル運営事業については、これまでの方針同様に種目の特性を活かしながらも総合型クラブの特
性であり設立当初からのクラブの理念でもある多種目、多世代というキーワードを柱とすること。また昨年設置
した活動拠点となる施設を活用し、河内長野市内で唯一の総合型地域スポーツクラブとして、単に生涯スポーツ
の場を提供することのみならず、関係機関からの各種事業を受託し地域の中での雇用の場を作ると共に、スポー
ツを核とした地域のコミュニティを創世する様々な活動を展開していくことで広く河内長野市全域での認知と更
なる法人の拡大を目指す。



内容/
場所/ 金剛山
日時/
対象/ 一　般

② 事業名: 研修会
内容/ 未定
場所/ 未定
日時/
対象/ 一　般

③ 事業名: サマースポーツ・キャンプ
内容/ キャンプ
場所/ 未定
日時/
対象/ 一　般

④ 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/ 2018年5月20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/ 未定
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: その他のイベント
(a)　内容/ フラワーかふぇ

場所/ クラブハウス
日時/ 未定
対象/ スクール・サークル会員

　（ｂ）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

（4）各種大会・イベントの企画・開催事業

2018年12月15日（土）

P.20P.20P.20P.20

未定

2019年3月10日（日）

2018年8月

2019年2月2日（土）～3日（日）

樹氷ハイキング

2019年1月6日



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

② 事業名: 指導者派遣事業
内容/ 夏休み子ども教室
場所/ 市民交流センター
日時/ 未定
対象/ 市内未就学児

③ 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/ 2018年10月
対象/ 市内老人会会員

④ 事業名: 指導者派遣事業
内容/ 子育て講座
場所/ 三日市幼稚園
日時/ 2018年11月19日（月）
対象/ 三日市幼稚園保護者

① 事業名: 放課後こども教室
内容/ 放課後、対象児童に運動・文化教室を実施
場所/
日時/
対象/ 各小学校児童

② 事業名: 三日市幼稚園PTA放課後保育体操教室
内容/ 市立三日市幼稚園にて体操教室の課外活動を実施
場所/ 河内長野市立三日市幼稚園
日時/ 5回/年
対象/ 三日市幼稚園児

③ 事業名: 放課後「楠元気っ子教室」
内容/ 放課後、対象児童に運動教室を実施
場所/ 河内長野市立楠小学校
日時/ 全9回
対象/ 楠小4年生、5年生の児童

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/

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

（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受託事業

P.21P.21P.21P.21

全39回
市内9小学校（楠・天見・加賀田・天野・長野・高向・南花台・川上・三日市 ）

随時

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



事業名: 情報発信事業
内容/ ホームページ、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/ 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/ 2018年11月18日（日）
対象/ クラブ会員

②
(a)事業名: 理事会

日時/ 隔月1回
(b)事業名: 総会

日時/ 年1回　6月
(c)事業名: 総合型クラブ交流事業兼運営・指導者スキルアップ研修会

内容/ 未定
日時/ 未定

(d)事業名: 総合型クラブ育成推進事業
内容/ 金剛山ハイキング
日時/

(e)事業名: ブラッシュアップ研修会（地域スポーツ現場活用術）
内容/ 未定
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: クラブ運営事業
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/ 随時
対象/ クラブ員

② 事業名: 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
注：

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。

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）

（11）その他の目的を達成するために必要な事業

(10)地域活性化の為の地域貢献事業

わくわくキャラバン、駅前子ども教室、各種体験・普及教室

2019年1月

（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
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③ 事業名: 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：

本年においては予定なし

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。

(1)物品販売事業

2.その他の事業

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



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）
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

年少(3歳児）
年中(4歳児）
年長(5歳児）
最大25名まで

キンダー
コース

月曜15:15～16:15
阪和学園体育館
（南花台）

年少(3歳児）
年中(4歳児）
年長(5歳児）
最大25名まで

サッカー
コース

火曜15:15～16:15 ﾉｶﾞｰﾅｻｯｶｰ場
（南花台）

年少(3歳児）
年中(4歳児）
年長(5歳児）

キッズの年代ではスポーツを楽しみ好きになることが大切です。
基本的な動作やボールを使ったゲームの中でバランス感覚やサッカーの技術
を習得します。また、集団活動での協調性・ルールやマナーを指導します。
挨拶は握手で始まり握手で終わり、笑顔を大切に!!
※月1回はｽｰﾊﾟｰｷｯｽﾞ「キンダーコース」の内容で活動します。

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

ひとりひとりを大切にし、「生きる力」をはぐくみます。（からだとこころ）遊び感覚の
運動（体づくり、マット・鉄棒・跳び箱・縄跳び・かけっこ・ミニバスケット・ミニサッカー
等の運動・仲間と創意工夫した身体活動)で感覚を養う内容

トータル
スポーツ 土曜10:00～11:15 長野小体育館

小3～小6
35名程度

ひとりひとりを大切にし、「生きる力」をはぐくみます。（からだとこころ）キッズスポー
ツから発展した楽しい運動プログラム（体づくり、マット・鉄棒・跳び箱・縄跳び・走・ミ
ニバスケット・ミニサッカー等、基本的技能習得、仲間と創意工夫した身体活動）で
スポーツに親しみ運動能力、体力UPする内容。
仲間をつくって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3
40名程度

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。
スクールでの内容を子ども達が日常の遊びの中で楽しめる工夫を行い、自然
にスポーツに親しんでいくことを目指します。

トータル
スポーツ 土曜11:15～12:30 小山田小体育館

小4～小6
40名程度

マットや跳び箱、かけっこ、その他たくさん!!キッズスポーツから発展した
プログラムを行います。
「できない」から「できる」楽しみを一緒に共有しましょう!

土曜13:50～15:20 小山田小体育館
小1～一般
25名程度

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。

木曜19:00～21:00 小山田小体育館
小1～一般
10名程度

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。

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16:15～17:45
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
20名程度

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。

火曜18:30～20:30

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

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 18:30～20:30
(中学生は21:00まで)

長野小体育館
小1～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。※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。
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長
　
野

小
山
田

卓　　球

ミニ
バスケットボール

小山田小体育館

バドミントン 小山田小体育館

バレーボール

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。

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

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。

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

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

「自分の体を上手に使おう！」これは子ども達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。
特定の種目にこだわらず、たくさんの道具をダイナミックに使い、体が様々
な動きを体験する事で思ったとおりに体を動かせるようになり、動ける体作
りと自ら考え挑戦するたくましい心を育てます。幼児期にこれらの体験をた
くさん積み重ねキッズスポーツ（小学生クラス）へと繋がります。
※スーパーキッズﾞ「キンダーコース」では月1回、ノガーナサッカー場で
「サッカーコース」の内容を行います。

ス
ー
パ
ー
キ
ッ
ズ
ス
ク
ー
ル



活動日・時間 場所 対象・定員 目標・内容

土曜14:45～16:15
長野小

多目的ホール
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10：10～11：40 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

小4～一般
25名程度
※小学生は

ご相談ください。

リズムに合わせて行う健康体操です。年齢に合わせて筋力アップ・ストレッチ・ダン
ス・用具体操を行っています。是非体験にお越し下さい。

水曜朝 9:00～10：00 武道館
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

多目的スタジオ

小1～一般
25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。

キッズダンス
土曜12:35～13:35

小学生
20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
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・・・！

木曜16:15～17:05
阪和学園体育館
（南花台）

年少(3歳児）
～年長（5歳児）

20名

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1,2回演技発表を行います。

原則第2･4日曜
9:00～10:30

長野小
多目的ホール

他

中学生～一般
20名程度

ハワイアンミュージックに心も癒されながら、フラを通じて健康づくりをし
ましょう！希望者のみフライベント参加有！

原則第１・3土曜
13：00～14：30

クラブハウス
年中（4歳児）～一般

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

※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

囲　　碁

書　　道　①

クラブハウス

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。

※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。

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。）
※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。

書　　道　②

書　　道　③
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ピーチスマイル
小山田小体育館

キンダーチアダンス

フラハラウ
マーラプア
(フラ)

名称

ちびっ子武道教室
(スポーツチャンバラ)

３Ｂ体操

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。

ジュニアダンス

太 極 拳

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

※土曜クラスと

日曜クラスの

重複受講はで



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
2400円～
3600円/月

月・水・金
土・日

下里人工芝Ｇ
赤峰G・大師G

中学生男子 8400円/月

火・木
初芝橋本高校Ｇ

中学生男子 8400円/月

サッカースクール
長野･小山田･
三日市教室

月・火・水・木
各小学校

小学生男女
2500円～
4000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

3500円/月

土曜
9:00～17:00
小山田小Ｇ

日曜
試合等未定

小学生
男女

6600円/3ヶ月
(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。

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
西田(E-mail)
aoshingouda@
icloud.com

(火)18：30～20：30
武道館

（水）18:30～20:30
（土）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

2500円／月
入会金1500円

武道を通じて青少年の精神と身体を鍛
えます。

小学生
3500円/月
入会金必要

中学生
4000円/月
入会金必要

土
長野小体育館

市民総合体育館
小学生～男女

Aｸﾗｽ3000円/月
Bｸﾗｽ4000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
長野小体育館

市民総合体育館
2才～男女

2000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
0721-54-4758
090-9622-5351

月：千代田中学校
木：千代田or長野小学校

18：30～21：00
（4月～9月）
18:00～21：00
（10月～3月）

中学生以上
（12月～3月
小学6年生
体験受付）

1000円/月
入会金2000円
/Tシャツ・保険代

として

月に6～8回練習予定・春合宿あり
ヤングクラブ公式戦出場

髙橋･坂田
06-6223-5031

木（月4回）
阪和学園体育館

小1～小3　17：15～18：05
小4～小6　18：15～19：05

小1-小3 20名
小4-小6 20名

5000円/月
入会金5000円
（Tｼｬﾂ代含）
年会費1500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（シーバイチアプ
ログラム）」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

P.26P.26P.26P.26

（金）
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

切塚
090-8796-2695

BLUE SKY
バレーボール

CxCheer Program
(チアダンス教室）

TOMOKO KOJIMA
CHEER DANCE ACADEMY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小山田サッカークラブ
キッズスクール

小山田桃美道場
おやまだとうびどうじょう

（剣道）

グローブ空手
　　　　　眞道會館

眞　鍋　道　場

眞鍋　健児
090-1907-8028

サークルサークルサークルサークル

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

長
野
フ

ッ
ト
ボ
ｌ
ル
ク
ラ
ブ

長野FC
ジュニア

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/

長野FC
ジュニアユース

ノガーナFCｈ橋本
ジュニアユース

ス
ク
ー
ル
事
業







巽　　　勝　彦 会 長 矢　野　多希雄 理 事･小山田SC

長谷川　行　夫 副会長･バドミントン 山　本　千栄子 理 事･スポーツ推進委員

杉　岡　亜　土 理事長・事務局長･特非)長野FC 波戸岡　京　子 理 事

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

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 キンダー・キッズ・トータル・事務局員 濱　野　千　鶴 理 事･キンダースポーツ

藤　原　美　紀 ちびマミィ・事務局員 木　下　みどり キンダー・ちびマミィ・事務局員

中　山　多喜子 太極拳 對　馬　　　敞 相談役･太極拳

中　田　義　昭 ちびっこ武道教室 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 立　溝　湧　一 キッズ･トータル

井　上　友　子 卓 球 森　花　弘　美 キンダー･ちびマミィ

北　山　幸　男 卓 球 川　口　　　緑 キンダースポーツ

大　谷　茂　美 卓 球 西　尾　美　紀 キッズ･トータル･事務局員

加　藤　　　稔 バドミントン 木見谷　晃　一 卓 球

緒　方　　　博 バドミントン 木見谷　孝　代 卓 球

有　上　公　子 バドミントン 中　岡　由　紀 バレーボール

中　岡　　　緑 フ ラ 大　野　翠　石 書 道

廣　河　和　男 囲 碁 影　浦　陽　一 囲 碁

関　口　晴　利 囲 碁 平　瀬　伊　織 囲 碁

北　森　優　一 イベント担当 井　上　昭　応 イベント担当

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 松  本　裕  史 長野中学校長

顧　問 辻  尾　悟  司 長野小学校長

顧　問 三　並　睦　子 小山田小学校長

参考資料　

平成30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

　
　
個
　
人
　
会
　
員

ＢＬＵＥ　ＳＫＹ (バレーボール）

P.29P.29P.29P.29

正

会

員

団
体
会
員

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

小山田桃美道場（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



ナガスポ会員数（Ｈ30年5月20日現在） ＜NPO法人　10年目＞

男 女 男 女 男 女 男 女 男 女

スクール会員 15 20 56 91 2 15 12 70 85 196 281 40 24

サークル会員 6 4 131 27 120 8 2 4 259 43 302 39 17

合計 21 24 187 118 122 23 14 74 344 239 583 79 41

ナガスポ会員数（Ｈ29年5月20日現在） ＜NPO法人　9年目＞

男 女 男 女 男 女 男 女 男 女

スクール会員 15 16 67 114 3 11 15 72 100 213 313 39 23

サークル会員 26 6 144 14 122 9 2 9 294 38 332 46 27

合計 41 22 211 128 125 20 17 81 394 251 645 85 50

ナガスポ会員数（Ｈ28年5月20日現在） ＜NPO法人　8年目＞

男 女 男 女 男 女 男 女 男 女

スクール会員 16 11 53 117 5 7 11 78 85 213 298 41 26

サークル会員 27 3 126 15 127 14 0 4 280 36 316 48 39

合計 43 14 179 132 132 21 11 82 365 249 614 89 65

ナガスポ会員数（Ｈ26年5月20日現在） ＜NPO法人　6年目＞

男 女 男 女 男 女 男 女 男 女

スクール会員 19 19 73 135 2 11 8 82 102 247 349 44 27

サークル会員 13 1 176 30 120 32 0 4 309 67 376 57 43

合計 32 20 249 165 122 43 8 86 411 314 725 101 70

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（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

報告事項1報告事項1報告事項1報告事項1

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 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

総合計

未就学生 小学生 中学生 高校生～一般 男女別合計

指導者

総合計 指導者 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

うち有資格者

指導者 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

P.30P.30P.30P.30

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



報告事項2報告事項2報告事項2報告事項2 アンケート集計アンケート集計アンケート集計アンケート集計

未記入

12

5% 本人

70

28%

男性保護者

17

7%

女性保護者

153

60%

回答者の内訳(計252人)

１０才代

7

11%
２０才代

1

0.01%

３０才代

2

3%

４０才代

23

34%

５０才代

16

24%

６０才代

7

10%

７０才代

8

12%

８０才代

2

3%

回答者成人の年齢構成(計67人)

未記入

11

4%

男性

76

30%

女性

165

66%

回答者の男女比(計252人)

あり

102

44%

なし

130

56%

本クラブ以外での

スポーツ活動の有無(計232人)

44

11

8

7

5

4

3

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

スイミング(水泳)

サッカー

ダンス

体操

バドミントン

テニス

トランポリン

キッズヨガ

バレエ

フラダンス

ヨガ

ラグビー

空手

太極拳

３B体操

インディアカ

スポーツクラブ

フットサル

ホットヨガ

剣道

合気道

書道

少林寺拳法

卓球

スポーツ活動の種目

(複数種目：のべ106人)

基本属性基本属性基本属性基本属性

未記入

0

0% 未就学児

37

15%

小学生

142

56%

中学生

8

3%

高校生

2

1%

成人

63

25%

回答者の世代別分類(計252人)

P.P.P.P.31313131



1年未満

52

21%

1年

51

20%2年

37

15%

3年

17

7%

4年

20

8%

5年

18

7%

6年

20

8%

7年

6

2%

8年

8

3%

9年

7

3%
10年以上

16

6%

入会暦(計252人)

30

51

61 59

31

14

4 2

1回未満 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回

週当たりの活動回数(回/週,計252人)

54

41

33

30

27

20

19

15

14

14

13

12

9

5

3

3

3

3

1

0

0

0

0

トータル

ミニバスケット

ヨガ

キンダー

卓球

書道

バドミントン

ピーチスマイル

キッズ

フラダンス

バレーボール

太極拳

ジュニアダンス

囲碁

ちびマミィ

ちびっこ武道教室

３Ｂ体操

キンダーチア

スーパーキッズ…

プチキンダー

プレバトン

将棋

スーパーキッズ…

回答者の所属ｽｸｰﾙ(複数回答：のべ315人)

P.P.P.P.32323232



クラブ全般についてクラブ全般についてクラブ全般についてクラブ全般について

166
81

63
109

14
78

33
27

18

健康体力向上

スポーツが好き

休日を充実して過ごすため

会費が他に比べて安い

クラブ設立の趣旨に賛同

自宅が近いから

友人作りの為

友人に誘われて

その他

Ｑ１．入会Ｑ１．入会Ｑ１．入会Ｑ１．入会((((継続継続継続継続))))した理由は何ですか？（複数回答，計した理由は何ですか？（複数回答，計した理由は何ですか？（複数回答，計した理由は何ですか？（複数回答，計589589589589人）人）人）人）

その他の意見その他の意見その他の意見その他の意見

・親子で一緒に楽しめるから
・楽しそうだから
・色々なスポーツを経験させたかったから
・体験でやってみたらすごく面白かったから
・バスケがしたかったから
・興味のある種目があったから
・本人が一番気に入ったスクールだったため
・楽しいから
・卓球がやりたくて
・姉が習っていたから
・他でできる環境がない為
・本人が行きたいと言ったから

たいへん満足

93

37%

満足

129

52%

やや満足

25

10%

やや不満

3

1%

不満

0

0%

Ｑ２．長野総合スポーツクラブ全体に対する満足は？Ｑ２．長野総合スポーツクラブ全体に対する満足は？Ｑ２．長野総合スポーツクラブ全体に対する満足は？Ｑ２．長野総合スポーツクラブ全体に対する満足は？
（計（計（計（計250250250250））））

P.P.P.P.33333333
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