
交付決定額

特定非営利活動法人石巻市体育協会 4370305000844 3,762

特定非営利活動法人アクアゆめクラブ 9370605000622 4,236

特定非営利活動法人泉パークタウンＳＰＯ＆ＣＯＭクラブ 7370005002923 4,596

特定非営利活動法人ジョイナス 4370205001364 3,072

しわひめスポーツクラブ 8700150036030 2,324

特定非営利活動法人ゼファドットコム 3370005002588 2,112

一般社団法人総合型地域Enableスポーツクラブ 8370005009067 3,676

特定非営利活動法人マリソル松島スポーツクラブ 4370605000610 4,080

特定非営利活動法人むらたスポーツクラブ 2370005008966 1,496

特定非営利活動法人りふスポーツクラブ 1370605000720 3,392

レッツいわぬまスポーツネット － 4,596

総合型地域スポーツクラブ活動報告一覧
（クラブマネジャー設置事業申請団体）

助成事業者名 法人番号



報告日：平成２８年７月１３日 

平成２８年度 総合型地域スポーツクラブマネジャー活動報告書 

★ク ラ ブ 名：特定非営利活動法人石巻市体育協会  

★ク ラ ブ 所 在 地：宮城県石巻市泉町３丁目１番６３号

★クラブマネジャー（正）氏名：田代 由季

★クラブマネジャー（副）氏名：植木 力音

★クラブホームページ：http://www.ishinomaki-sportsclub.jp

《クラブ紹介》 

《クラブマネジャー活動報告》 

 

写真（クラブマネジャー）

クラブマネジャー（副）クラブマネジャー(正)

写真（クラブの活動風景）

クラブマネジャー業務内容

○スポーツクラブの運営、教室の指導、会

員データの管理、経理、運営委員会の開

催、広報活動。

○県体育協会と連携し、視察研修会等を実

施。

○地域住民が興味、関心の持てるような教

室の運営、またスポーツ活動を通して子

供から高齢者まで幅広い年代の健康づく

りを支援していきたい。

① 会員数 410 名（男 92 名、女 318 名）

○～19 歳 195 名 ○20～39 歳 23 名

○40～59 歳 18 名○60 歳～174 名

② 活動種目○らく楽エアロ、ボールで筋トレ、

キッズアスリートクラブ、ヨガ、ソフトテニ

ス、ヒップホップ等

③ 活動拠点○石巻市総合体育館

④ 活動内容○12 のスポーツ教室を運営、気軽に

楽しく参加できるクラブを目指し会員や地域

住民の健康づくりのお手伝いをしています。

法人番号：4370305000844

http://www.ishinomaki-sportsclub.jp/


報告日：平成２８年７月１７日 

平成２８年度 総合型地域スポーツクラブマネジャー活動報告書 

★ク ラ ブ 名：  特定非営利活動法人アクアゆめクラブ  

★ク ラ ブ 所 在 地：  宮城県七ヶ浜町吉田浜字野山 1-2

★クラブマネジャー（正）氏名：  大 町  祐 太

★クラブマネジャー（副）氏名：  高 橋  真 実

★クラブホームページ：  http://aquayume.com/

《クラブ紹介》 

写真（クラブの活動風景） ①406 名

②水泳、競泳、水中ウォーキング、野球、サ

ッカー、太極拳、バドミントン、シニア向け

健康運動教室、トレッキング、フットサル、

放課後子ども教室、テニス、ドッジボール、

元気塾（高齢者体操教室）、ポール塾（ポー

ルウォーキング教室）

③七ヶ浜町総合スポーツセンター内施設、学

校施設

④定常的に行うスポーツ教室に、今年度から

は高齢者を対象にした体操教室と震災以前

まで行っていたドッジボール教室を復活さ

せ、更なる充実化を図っています。限られた

環境の中で、最大限の努力をスタッフ一丸と

なってしていきたいと思います。

法人番号：9370605000622



《クラブマネジャー活動報告》 

地域に根差したクラブを目指すために「内

との協働」と「外との連携」が重要である

と考え、クラブマネジャーとサブマネジャ

ーでコミュニケーションをとりながら業務

分担しています。

クラブマネジャーは外部への発信や各関係

機関との連携づくり、そしてクラブマネジ

メント全体の統括を行い、サブマネジャー

は定常的な教室の運営やイベントの企画立

案、日常的な経理業務などを行っておりま

す。

今年のテーマは「現在入会いただいている

会員に対して、これまで以上のサービスが

できますように。そして、アクアゆめクラ

ブに魅力を存分に発信して、会員数がもっ

と増えていきますように」の２つです。こ

のテーマが達成できますようにスタッフ一

同協力して業務に取り組んでいきたいと思

います。

写真（クラブマネジャー）

クラブマネジャー（正）大町祐太

クラブマネジャー（副）高橋真実



報告日：平成２８年７月２０日 

平成２８年度 総合型地域スポーツクラブマネジャー活動報告書 

★ク ラ ブ 名： 特定非営利活動法人泉ﾊﾟｰｸﾀｳﾝＳＰＯ＆ＣＯＭｸﾗﾌﾞ 

★ク ラ ブ 所 在 地： 宮城県仙台市泉区

★クラブマネジャー（正）氏名： 小山 貴広

★クラブマネジャー（副）氏名： 山本 清治

★クラブホームページ： http://duo-spo.net/

《クラブ紹介》 

《クラブマネジャー活動報告》 

写真（クラブの活動風景）

広報物を町内会と連携し、全世帯（約 9,000 世

帯）に配布又は、回覧して頂いている。

地域の企業やスポーツ団体と協力し、さまざま

な意見交換を図ることで、新たな事業の展開を

考えている。体育協会とは、連絡を取り合い情

報の共有や相談を行っている。

今後の展望としては、クラブハウスを設け、事

業の拡大と充実を図り、地域の方が集まる魅力

あるクラブづくりを行いたい。

クラブ会員数：222 名（男 155 名・女 67 名）

6 歳未満：25 名 小学生：96 名 中学生：40 名

高校生：4 名 学生：3 名 一般：22 名  60 歳以上：32 名

②主な活動種目

ｻｯｶｰ・野球・ﾊﾞｽｹ・ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ・ﾌｯﾄｻﾙ・体育・ストレッチ・ピ

ラティス・エアロビクス・ヨガ・ビート体操

③活動拠点：宮城県仙台市泉区

④指導者のスキルを向上することで、会員満足度が向上し、

会員継続に繋がっている。今後の課題は、屋内（スタジオ）

の施設を確保し、定期的な活動の場と環境の確保を行い、更

なる会員の増加を図りたいと考えています。

写真（クラブマネジャー）

正マネジャー    副マネジャー

法人番号：7370005002923



報告日：平成２８年７月１５日 

平成２８年度 総合型地域スポーツクラブマネジャー活動報告書 

★ク ラ ブ 名： 特定非営利活動法人ジョイナス  

★ク ラ ブ 所 在 地： 宮城県加美郡加美町

★クラブマネジャー（正）氏名： 尾形 敦子

★クラブマネジャー（副）氏名： 大宮 志麻

★クラブホームページ： なし

《クラブ紹介》 

運動あそび教室 ①クラブの活動会員数

幼児 小中学生 高校生 一般 合計

男性 4 20 0 10 34 

女性 2 15 1 57 75 

6 35 1 67 109 

②主な活動種目

器械運動・カヌー・タグラグビー・テニス

フットサルサッカー・ヨガ・エアロビ

トレッキング・ウォーキング

③活動拠点

中新田体育館・中新田公民館・鳴瀬川カヌー場

④活動の成果及び課題

スクール事業の運動あそび教室は、震災後に

設置した教室で、開始当初会員 1 名からのスタ

ートでした。今年度は 12 名となりました。

今までの傾向として、少人数でも継続すること

で徐々に参加者が増えたこともあるので、継続

していきたい。

  また、教室案内の周知として行政にお願いし

て、回覧や毎戸での配布または学校に依頼し配

布の方法を取っているが、案内チラシより口コ

ミによる参加者が増えている。

広報の周知のあり方が課題である。

リラックスヨガ教室

法人番号：4370205001364



《クラブマネジャー活動報告》 

【業務内容】

・予算、会計管理

・労務管理

・クラブ入会に係わる業務及び会員管理

・クラブ事業の企画立案

・活動施設の連絡調整

・活動場所の確保及び申請手続き

・指導者との連絡調整

・クラブの広報業務

・活動プログラムの補助等

【取り組んでいること】

・みやぎ広域スポーツセンターとの情報交換

・クラブ連絡協議会への参加

・運営スタッフが協力しやすい環境整備

クラブマネジャー（正）

クラブマネジャー（副）



報告日：平成２８年７月１５日 

平成２８年度 総合型地域スポーツクラブマネジャー活動報告書 

★ク ラ ブ 名：  しわひめスポーツクラブ  

★ク ラ ブ 所 在 地：  宮城県栗原市志波姫沼崎南沖

★クラブマネジャー（正）氏名：  相馬 知香

★クラブホームページ：  なし

《クラブ紹介》 

《クラブマネジャー活動報告》 

写真（クラブの活動風景）

・会員管理

・各種事業の企画立案

・指導者との連絡調整

・活動施設の利用調整

・広報誌の作成、発行

・大会及びイベントの等の運営

・経理事務

・学校及び各種関係団体との連携

①会員数（平成 28 年４月１日現在） 426 名

（中学生以下 187 名・高校生以上 239 名）

②活動種目 ソフトテニス、バスケットボール、卓球

バレーボール、サッカー等 24 教室を開催

その他各種ｽﾎﾟｰﾂ大会・交流イベントを開催

③活動拠点 栗原市志波姫体育センター

志波姫小中学校体育施設、志波姫公民館

④教室やイベント等を定期的に開催し、健康増進や相

互の親睦などを図りながら、未就学児から高齢者まで

幅広い年代が活動。

写真（クラブマネジャー）

法人番号：8700150036030



報告日：平成２８年７月１１日 

平成２８年度 総合型地域スポーツクラブマネジャー活動報告書 

★ク ラ ブ 名： 特定非営利活動法人ゼファドットコム 

★ク ラ ブ 所 在 地： 宮城県仙台市青葉区錦ヶ丘

★クラブマネジャー（正）氏名： 山下 陽一

★クラブホームページ： http//www.adi-sps.com/

《クラブ紹介》 

《クラブマネジャー活動報告》 

写真（クラブの活動風景）

主な活動としては、NPO 法人が運営管理を

している施設・アデイダススポーツパーク

（人工芝サッカー場、少年野球場）を活用

してサッカースクール・クラブ、ソフトボ

ールクラブ、グラウンドゴルフクラブなど

のマネージメント活動を行っている。

地域活動としては、中学高校総合体育大会

サッカー競技、JFA 主催大会の東北・宮城

地域予選の会場運営の一旦を担っている。

今後はハイキング、ダンスの展開が課題。

1. 会員の数 221 名

～60 才 59 名（男 40、女 19）
～40 才 35 名（男 30、女 5）
～20 才 25 名（男 15、女 10）
19 才～ 102 名（男 94、女 8）

2. サッカー、ソフトボール、グラウンドゴ

ルフ、ハイキング、

3. アデイダススポーツパーク

4. 町内会自治会、地域幼稚園などとコラボ

した多種目運動会なども展開している

写真（クラブマネジャー）

法人番号：3370005002588



報告日：平成２８年７月１２日 

平成 28 年度 総合型地域スポーツクラブマネジャー活動報告書 

★ク ラ ブ 名： 総合型地域Ｅｎａｂｌｅスポーツクラブ  

★ク ラ ブ 所 在 地： 宮城県仙台市太白区

★クラブマネジャー（正）氏名： 碓井貞治

★クラブホームページ(ブログ)：  http://fcenable.seesaa.net/

《クラブ紹介》 

写真（クラブの活動風景）

・サッカー教室

バスケットボール教室

1.会員数 130 名

幼児  40 名(男 25・女 15)
小学生 62 名(男 45 名・女 17 名)
中学生 28 名(男 26 名・女 2 名)
2.活動種目

ボール遊びスクール・サッカースクール・サ

ッカーチーム・バレエスクール・バスケット

ボールスクール

3.活動拠点

東北工大長町キャンパス・西多賀幼稚園、他

4.日々の活動内容及び定期的な活動の成果、

評価・課題 

創設以来サッカーを軸としながらも、様々な

スポーツと芸術文化が融合する活動までの

展開を目指して来た。サッカーは現状維持だ

けど、ボール遊び・バレエスクールの会員は

啓蒙活動の効果が表れて会員が増えて来た。

27 年はバスケットボールスクールを設立し

た。講師は元日本代表で期待したが今のとこ

ろあまり伸びない。工夫が必要だと思う。

法人番号：8370005009067



《クラブマネジャー活動報告》 

・クラブのマネジャーとして地域の方と触

れ合う機会を増やして啓蒙運動をしてい

る。また、広域スポーツセンター主催事

業(マイタウン・サッカーフェスティバ

ル)を委託運営して連携を取る。

・会員確保のために新たな事業を計画して

取り組みの準備を整えている。

・活動の充実の為に各スタッフは指導ライ

センス講習会にも積極的に参加してい

る。

・今後は専用の施設やグランド確保の為に

様々な機関と繋がり活動の幅を拡げた

い。

写真（クラブマネジャー）



平成２８年度 総合型地域スポーツクラブマネジャー活動報告書 

★ク ラ ブ 名： 特定非営利活動法人マリソル松島スポーツクラブ  

★ク ラ ブ 所 在 地：   宮城県宮城郡松島町  

★クラブマネジャー（正）氏名：   古 山 秀 司  

★クラブマネジャー（副）氏名：   青 木   崇  

★クラブホームページ :  http://www7b.biglobe.ne.jp/marysol-matsushima/  

《クラブ紹介》 

《クラブマネジャー活動報告》 

太極拳教室

業務内容（正）

・経営状況の把握、報告・年間事業の計画・既存事業の分析、ニーズの調査・町内既存団体と

の調整・各種目指導者との連絡及び調整・新規事業の計画、実践

業務内容（副）

・（正）の業務全般の補助・サッカークラブ活動（各カテゴリー）の運営、指導・各種スクー

ル活動の運営補助、事務処理・新規活動会員の管理・各種事業、各種大会、新規事業の運営・

広報資料作成・町内各種施設との利用調整

今後の取り組み

・県体協、広域スポーツセンター等の研修会に積極的に参加し、町教育委員会、地域住民との

連携、協力の更なる充実を図り、町事業にも積極的に協力しスポーツの普及を推進していくこ

と。

・サッカークラブ活動にて各カテゴリーの充実した活動、各カテゴリー間の充実した連携と育

成を目標に、指導者、選手間のコミュニケーション関係構築の手助けになれるよう努めたい。 

・育成年代の新規活動会員の獲得、既存会員ニーズに合わせた活動の充実に努めること。

① 活動会員数…２９２名 男女比８：２

② サッカークラブ運営 ・スクール活動（バドミントン、テニス、レ

スリングなど）・イベント開催（サッカー大会、バドミントン大会、

グラウンドゴルフ大会等）・太極拳教室、巡回スポーツ教室（幼稚

園、保育所）・スポーツ医学セミナー等

③ 松島運動公園、町民グランド、町中学校体育館、松島フットボール

センター

④ 地域住民の方々に活力向上と健康増進を推進し楽しく生きがいを

持った人生を送れるよう事業展開、地域密着型のクラブ運営を図り

たい。

クラブマネジャー（正）

クラブマネジャー（副）

法人番号：4370605000610

報告日：平成２８年７月２０日 

http://www7b.biglobe.ne.jp/marysol-matsushima/


平成２８年度 総合型地域スポーツクラブマネジャー活動報告書 

★ク ラ ブ 名： 特定非営利活動法人むらたスポーツクラブ 

★ク ラ ブ 所 在 地： 宮城県柴田郡村田町大字村田字西田２８

★クラブマネジャー（正）氏名： 赤間律子

★クラブマネジャー（副）氏名：

★クラブホームページ：

《クラブ紹介》 

《クラブマネジャー活動報告》 

写真（クラブの活動風景）

・理事会、専門部会の開催

・各教室、イベント等の企画運営

・広報紙の作成

・クラブ会計一般事務

・活動施設の連絡調整

・指導者、関係団体との連絡調整

町スポーツ推進委員と共催事業（イベント）

を行いクラブ活動の周知を行っている。

地域の声を聴きながら気軽に参加できるよう

な環境づくりと、世代間の交流も図れる生涯

スポーツの実践の場として活用していきた

い。今後の取組として、自主自立に向けた運

営を確立させていくこと。

① 平成 28 年 4 月 1 日現在の会員数

・男３０人・女７８人・合計１０８人

② ・卓球教室 ・バドミントン教室

・ヨガ教室 ・太極拳教室

・ｴﾝｼﾞｮｲｽﾎﾟｰﾂ ・ﾉﾙﾃﾞｨｯｸｳｫｰｷﾝｸﾞｻｰｸﾙ

③ ・町民体育館・中央公民館・各地区公民館

④ 健康目的として参加する中高齢者の会員

が増えている。一方、子どもや若い会員

の確保が課題となっているが、今年度、

新たな子供向けの教室を開催し会員確保

に努めている。

写真（クラブマネジャー）

法人番号：2370005008966

報告日：平成２８年７月１９日 



報告日：平成２８年７月６日 

平成２８年度 総合型地域スポーツクラブマネジャー活動報告書 

★ク ラ ブ 名： 特定非営利活動法人 りふスポーツクラブ 

★ク ラ ブ 所 在 地：宮城県宮城郡利府町青山一丁目 57-2

★クラブマネジャー（正）氏名： 大泉 一雄

★クラブマネジャー（副）氏名： 舘坂 志穂

★クラブホームページ： http://rifusports-club.jimdo.com

《クラブ紹介》 

《クラブマネジャー活動報告》 

写真（クラブの活動風景）

主な業務

・理事会、総会開催業務

・年間行事の計画、調整、実施

・経理事務

・会員管理及び会員ニーズ把握

・クラブ広報業務

・大会、イベント開催

・会員増に向けて PR 活動

・組織機能の強化

・財政確立の具体化

等、今後とも力を入れていきたい。

① 現在のクラブの活動会員数（男・女）

・一般（12・31）・シニア（7・11）
・ジュニア（82・57）計 201 名（101・99）

② 活動種目

・ゆったり体操・ハンドボール・健康スロージョ

ギング・スポーツ吹矢・バドミントン・卓球・ソ

フトテニス・ジュニア陸上・イラスト・ジュニア

フットサル・フットサル

③ 活動拠点

・利府町総合体育館・中央テニスコート

・グランディ 21・利府町生涯学習センター 他

④ 様々なスポーツ教室や大会を開催しています。

会員数も 200 名をこえました。これからも、

より多くの町民がスポーツに触れる機会を

増やせるように励んでいきたいです。

写真（クラブマネジャー）

法人番号：1370605000720



報告日：平成２８年７月２０日 

平成２８年度 総合型地域スポーツクラブマネジャー活動報告書 

★ク ラ ブ 名：  レッツいわぬまスポーツネット

★ク ラ ブ 所 在 地：  宮城県岩沼市

★クラブマネジャー（正）氏名：  岸浪 友恵

★クラブマネジャー（副）氏名：  岡崎 典子

★クラブホームページ：  http://www3.hp-ez.com/hp/lets-iwanuma

《クラブ紹介》 

《クラブマネジャー活動報告》 

写 真 （ ク ラ ブ の 活 動 風 景 ）

クラブマネジャーとして、市や体育協会、連絡協議会、各講師などと連携を取

り、よりクラブの発展になる様な情報を得る努力をし、研修会や交流会・視察・

話し合いなどで学んだことをクラブに生かしている。

現在は「いかに参加者を運営側に巻き込むか」を 1 つの目標とし、会員と同じ

目線で、会員への呼びかけや、クラブのありかたなどの周知活動を行っている。

また、講師、会員、指導スタッフ、事務局スタッフなどとのパイプ役として動

き、よりスムーズな運営が出来るように意見をまとめて繁栄している。今後は、

助成なしでも運営できる体制の基盤作りとして新たな教室の開設や、新たな会

員の獲得に、更に力を入れていきたい。そのために、今までのクラブの運営を

根本から改革していきたいと考えている。    （写真/左：岡崎/右：岸浪） 

①クラブの活動会員数（Ｈ28.4.1現在）

会員数は総勢 309名。うち男 179名・女 130名、子供 176名・大人 133名 

②主な活動種目

サッカー、バスケット、野球、ヒップホップ、ヨガ、その他エクササイズ系など

③活動拠点

岩沼市内の体育館、サッカー場、公民館、集会所など 

④日々の活動内容及び定期的な活動の成果、評価・課題など。

定期的に活動する事、また、異種目教室間での交流を深めることで会員同士の絆が強まり、自発的な活

動も動き始めた。また、会員数も少しずつ上昇しているが、自立した運営の為には、あと１５０名の会

員を獲得する必要がある。地域への周知活動が今後の重要な課題である。 

写 真 （ ク ラ ブ マ ネ ジ ャ ー ）

法人番号：－
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