
交付決定額

サンクスポーツクラブ陽東 － 3,861

特定非営利活動法人ＡＳ栃木 9060005004585 4,596

ＨＯＫＵＴＯ．Ｓ．Ｃ　（ホクトスポーツクラブ） － 3,252

いきいきエンジョイ清原 － 3,346

市貝いきいきクラブ － 364

元気UPスポーツクラブ － 2,122

さくらスポーツクラブエンジョイ 5700150019698 1,542

特定非営利活動法人たかはら那須スポーツクラブ 8060005004776 4,596

ましこチャレンジクラブ － 3,408

まほろばの里スポーツクラブ － 536

栃木県宇都宮市友遊いずみクラブ 9700150019190 3,505

横川スポーツクラブ － 1,013

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： サンクスポーツクラブ陽東 

★ク ラ ブ 所 在 地： 栃木県宇都宮市石井町 2800－42 陽東中学校内

★クラブマネジャー（正）氏名： 野澤 幸夫

★クラブマネジャー（副）氏名： 坂寄 章彦

★クラブホームページ： http://3kusports.com/ （www.facebook.com/3kusports/）

《クラブ紹介》 

《クラブマネジャー活動報告》 

〇各種団体や放課後子ども教室等や学校な

どの機関との調整や情報交換、指導者とク

ラブ会員との意見の調整。

〇県や市の教育委員会スポーツ振興課との

連携の強化と事業の調整。

〇各教室の活動準備と施設管理。

〇今後、大学施設や市民センターなどの公

共施設の利用拡大や利便性など、クラブ員

が入会して良かったと思えるサービスを行

えたら幸いです。

①４３１名男女比率（42：58）平均年齢 35.8 歳

②バドミントン、太極拳、なぎなた、体操、

少林寺拳法、ヨガ、卓球、ソフトテニスな

ど 20 種類

③陽東中学校、峰小学校、陽東小学校、石井

小学校、さくらが丘幼稚園、宇都宮大学

工学部、AKIYAなど

④活動２年を終えて、当初の予定通りで、教

室活動回数も 694 回、延べ参加人数 12611

名を数えました。

写真（クラブマネジャー）

クラブマネジャー（正） クラブマネジャー（副） 

法人番号：－

http://www.facebook.com/3kusports/


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 ＡＳ栃木  

★ク ラ ブ 所 在 地：  栃木県大田原市美原

★クラブマネジャー（正）氏名：  津守 昭子

★クラブマネジャー（副）氏名：  津守 直人

★クラブホームページ：  http://as-tochigi.com

《クラブ紹介》 

写真（クラブの活動風景） ①クラブ活動会員数（平成 28 年 4 月 1 日現在） 

〇サッカークラブ・スクール生－235 名 

（男女比／男子９．５ : 女子０．５） 

※他の種目は現在非会員制(同好会)とし

ての活動を行っております。

②主な活動種目

〇サッカークラブ・スクール活動 

③活動拠点

〇AS栃木フットサルパーク 

④-１． 日々の活動内容

〇大田原地区・矢板地区・黒磯地区の幼児か

ら中学生を中心としたサッカークラブ・ス

クールとしての技術指導、教育、選手の育

成。

④-２． 活動の成果・評価・課題等

〇園児からの運動能力発達と小学生からユ

ース世代への一貫指導を行うことにより、

その年代に適した指導を行うことができ

ています。 

〇２０１６年１月にクラブ創立１４年目を

迎えたこと、活動拠点となるグラウンド

(AS 栃木フットサルパーク)があることに

より、クラブ運営に対し地域からの安心と

信頼を得ています。 

〇今後の課題としては、これまでの活動を継

続していくこと（地域の子供達に、サッカ

ーの技術的な指導はもとより、人間性も含

め、将来的に世界で活躍できるような人材

育成）と、指導者の育成、地域が活性して

いけるような活動への貢献をしていきた

いと思います。 

法人番号：9060005004585

報告日：平成２８年７月１６日 



《クラブマネジャー活動報告》 

①教室の開催・運営

地域の人々が年齢や経験を問わず、気軽

に参加し交流を持てるような教室の開催

と運営を行っています。（バドミントン、

ヨガ教室、ベリーダンス教室、卓球、エ

アロビ教室）

  －平成 28年 4月 1日現在－ 

②クラブ広報活動

各教室の開催状況やサッカークラブの活

動状況・大会参加，結果等を、クラブの

ホームページやＳＮＳを利用して発信

し、クラブの理念、活動目的、スポーツ

の素晴らしさを伝える広報・ＰＲ活動を

行っています。

③クラブ・スクールサポート

スクール活動が円滑に行われるよう、指

導スタッフのサポートやアドバイスを

行っています。

④会員のサポート

クラブ会員がより良い環境で活動できる

ように、またそのご家族の皆様に安心し

てお任せいただけるように、運営委員や

スポーツ指導者と共に活動プロブラムの

調整、改良を行っています。またその中

で、クラブ会員様、スクールの保護者様

へのフォロー、サポート業務を行ってお

ります。

⑤スポーツ普及活動

地域の保育施設６ヶ所(平成 28 年 4 月現

在)にて定期的な無料巡回指導を行い、

子供達に身体を動かすことの楽しさを

伝えていく活動を行っております。 

⑥クラブ運営に関する会計処理業務補佐、

会員管理、活動施設の利用調整業務

⑦ホームグラウンド（フットサル場、クラ

ブハウス）の管理、運営、接客業務

グラウンド利用時間調整や一般貸出の調

整、接客業務。定期的なフットサルイベ

ントの運営サポート等を行っています。

※ホームグラウンドを所持することによ

り練習場所の確保はもちろんのこと、地

域の他クラブとの交流の場としても利用

できています。

⑧その他

教育委員会等から定期的にご案内いただ

く各講習会には積極的に参加し、情報の

収集と自身のスキルアップを図っており

ます。

写真（クラブマネジャー）

クラブマネジャー(正) 津守昭子

写真（クラブマネジャー）

クラブマネジャー(副) 津守直人



報告日：平成２８年７月１９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：  ＨＯＫＵＴＯ．Ｓ．Ｃ （ホクトスポーツクラブ） 

★ク ラ ブ 所 在 地：  栃木県塩谷郡高根沢町

★クラブマネジャー（正）氏名：  磯 正嗣 （イソ マサツグ）

★クラブマネジャー（副）氏名：  白久昌生 （シラク マサイキ）

★クラブホームページ：  http://hokutosc,web.fc2.com

《クラブ紹介》 

《クラブマネジャー活動報告》 

活動風景写真、キッズバレーボール

クラブマネジャー（正）

・年間活動計画、予算（案）の策定

・行政、他団体との連絡調整 ・指導者との連絡調整

・新規会員の勧誘活動

クラブマネジャー（副）

・経理処理 ・事務処理 ・使用施設の予約、利用調整

・会議資料の作成、準備

・自治体（町）とは町の施設利用調整等の協議を通じて

毎月コミュニュケーションをとっている。

・学校にはチラシ等の配布、文化活動への子どもたちの

募集等の協力を得ている。

・県広域スポーツセンターとは年１回の視察、意見交換

会を行っている。

・今後の取組みについては、教室メニューの多様化、財

源の確保、新規会員の獲得に取り組んでいきたい。

クラブ活動会員数（２８年４月１日現在）

①２２３名【男性５９名、女性１６４名（うち１０歳未満・

２５名、１０代・９５名、２０代・１３名、３０代・２

９名、４０代・３４名、５０代・１８名、６０代・９名）】 

②主な活動種目 ・ヒップホップダンス ・ベリーダン

ス ・ソフトボール ・キッズサッカー ・バドミント

ン ・キッズバレーボール ・ゴスペル ・少林寺拳法

③活動拠点

・改善センター体育館内、トレーニングルーム

・北小学校体育館 ・石末運動場

・北小、中央小、上高根沢小学校校庭

④日々の活動内容及び定期的な活動の成果、評価・課題

・ソフトボール教室・キッズバレーボール教室・キッズ

サッカー教室は、いくつかの学校の子どもたちの集ま

りですが、学校・学年に関係なく、仲良く、勝ち負け

にこだわらず、楽しく活動することが出来ています。

・会員の皆さんに楽しんでもらえるための活動内容の充

実が課題です。

クラブマネジャー写真

磯（正マネジャー） 白久（副マネジャー）

法人番号：－



報告日：平成２８年７月１９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： いきいきエンジョイ清原 

★ク ラ ブ 所 在 地： 栃木県宇都宮市鐺山町 清原中学校体育館内

★クラブマネジャー（正）氏名： 手塚 不二雄

★クラブマネジャー（副）氏名： 永野 重三

★クラブホームページ： http://ikiikienjyoy-kiyohara.jp/

《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）

・定期的（月 1 回）に開催する定例会の準

備（各教室の実施状況確認・課題検討）

・日体協、県体協、総合型地域スポーツク

ラブ連絡協議会との連絡調整

・各種研修会や交流大会への積極的な参加

・各種教室・大会・イベント等の準備

・各種書類の作成、経理、事務処理

・地域体育協会等と連携をはかり、各種ス

ポーツ大会等の共同開催で、広報活動を

行って会員数の増加を目指す。

① 会員数 163 名 （男 62：女 101 名）

[子供 49 名、大人 62 名、高齢 52 名]
② 主な種目 （定期 18 教室）

ソフトテニス・スポーツ吹き矢・卓球

3B 体操・フォークダンス・社交ダンス

エアロビクス・バドミトン等

③ 活動拠点

清原中学校・清原中央小学校・公民館

④ 定期的なスポーツ教室等で，多種目の

スポーツを体験することができる。

クラブマネジャー

  正マネジャー 副マネジャー

法人番号：－



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： 市貝いきいきクラブ 

★ク ラ ブ 所 在 地： 栃木県芳賀郡市貝町上根

★クラブマネジャー（正）氏名： 小林 玉緒

★クラブホームページ：  なし

《クラブ紹介》 

写真（クラブの活動風景） ① クラブの活動会員数（平成 28 年 4 月 1 日現在）

年代 男 女
10代 11名 2名
20代 1名
30代 1名 4名
40代 4名 6名
50代 3名 14名
60代 14名 52名
70代 8名 23名
80代 2名 4名
合計 43名 106名 計 149 名 

② 活動種目

ラージボール卓球・ヨガ・太極拳・ゴルフ・シニアゴルフ・フライング

ディスク・テニス・スポレク・バドミントン・エアロビクス・いきいき

元気体操・ミニバスケット・サッカー・ニュースポーツ・ハイキング

③活動拠点

市貝町中央公民館・市貝町保健福祉センター・農業者トレーニングセン

ター・市貝町武道館・城見ヶ丘運動公園・市貝町民テニスコート・益子

ダイナミックゴルフ練習場・芳賀カントリークラブ練習場

④成果

参加者の方々は教室に真剣に取り組んでいます。休憩時間や教室終わり

は会話が弾み笑い声は絶えません。体と心の健康が向上しています。

また、複数の教室に参加し交友関係も広がっています。

⑤評価・課題

年度を重ねきて市貝いきいきクラブの認知度があがり、年度が替わって

も続けて参加していただけるようになりました。ただ、やはり例年どお

り若い世代・子育て世代の参加が少ないのが現状です。親子で出来る教

室はありますが、認知度が低いよう思われます。周知の仕方を考えなく

てはならないと思います。

法人番号：－



《クラブマネジャー活動報告》 

・クラブの教室案内書・申込書は自治会を通

して町全体に配布し、町内小・中学校に案

内書・申込書を持参し勧誘しています。ま

た、町内公共施設に置いていただき、広く

町民に周知するようにしています。

・栃木県ＳＣ連絡協議会に参加し県内外の情

報収集しクラブに反映するように努力し

ています。

・会員の声に耳を傾け会員の方々が楽しく参

加していかだけるように努力しています。 
・日本スポーツ振興センター（toto）の助成

期間があとわずかとなり自主運営できる

ように経営方針を決めたいと思います。

写真（クラブマネジャー）

正マネジャー



報告日：平成２８年７月１４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： 元気ＵＰスポーツクラブ 

★ク ラ ブ 所 在 地： 栃木県塩谷郡高根沢町

★クラブマネジャー（正）氏名： 仲澤  勇

★クラブマネジャー（副）氏名： 仲澤  緑

★クラブホームページ： http://genki-up -sc.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）

○連携

★自治会、公民館の会合に積極的に参加し、地域

住民の声を聴き、共催でイベントを開催。

★教育委員会、学校と定期的に情報交換をし、

夏季スポーツ体験教室等を共催で実施 。

★県体育協会＆県教委の訪問

訪問時はスポーツ教室の実施状況を参観後、運営

委員会に同席、指導助言を賜る。

メール、電話等は必要に応じて適宜連絡。また、

必要時は県体育協会へ伺う。

○クラマネとして

★スポーツ人口の底辺拡大と会員数の増加。

○展望：有資格指導者を発掘、育成する。

ＮＰＯを取得する。

① 10 代：男性 120 名、 女性 75 名、

20＾30 代：男性 40 名  女性 20 名

40＾50 代：男性 20 名  女性 30 名

50 代~ 男性 40 名   女性 40 名 

② 硬式テニス、野球、卓球、トレッキング、

ショートテニス他 8 種目

③ 町有施設のテニスコート、体育館、公園等

④ 多種目を実施することにより、多くの住民に

スポーツを楽しむ機会を提供することがで

き、親子での参加者も増えつつある。が、中

間層と男女比女性が少ない。クラブ発展のた

めに種目内容、イベント等の一考を要する。

副
マ
ネ
ジ
ャ
ー

正
マ
ネ
ジ
ャ
ー

法人番号：－



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： さくらスポーツクラブ エンジョイ 

★ク ラ ブ 所 在 地： 栃木県さくら市喜連川

★クラブマネジャー（正）氏名： 内藤 進

★クラブマネジャー（副）氏名： 猪瀬 衞

★クラブホームページ： 現在作成中

《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）

① クラブ知名度ＵＰ及び会員の確保

・会員募集チラシの配布エリアの拡大

② 開催教室の新設及び見直し

・ニーズ変化対応

③ 情報公開

・個人情報を除いて、基本的に情報の公開

実施。

・ＨＰ立上現在進行中。

④ ＮＰＯ法人、平成２８年度立上の実施。

平成２８年４月１日現在

① クラブ活動会員数 436 名（男 68 名、女 368 名）

② フイットネス系を中心に９種目 17 教室

③ さくら市氏家公民館、体育館を中心に氏家、喜

連川地区に分けて活動を展開しています。

④ 「毎週できる教室を、年４８回開催」を基本に、 
プロのインストラクターが講師を務めていま

す。

⑤ 日本陸連終身コーチ鈴木従道氏の指導により、

長距離トップアスリート選手育成教室立上。

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） 

法人番号：5700150019698

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たかはら那須スポーツクラブ 

★ク ラ ブ 所 在 地：栃木県矢板市

★クラブマネジャー（正）氏名：大森崇由

★クラブマネジャー（副）氏名：山本奈

★クラブホームページ：http://www.t-nasu.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）

・連携

矢板市の施設利用の減免措置

矢板市の介護予防事業であるノルディック

ウォーキング教室を受託

・クラブマネジャーとしての取り組み

クラブのマネジメント、経理・会計、広報(チ
ラシ配り、HP や SNS の更新)、クラブ内

の各教室間での情報共有、企画立案

・今後の展望

行政、他クラブ、地域との連携の強化

クラブの近隣地域での認知度を上げる。

①会員数 250 名(男性 210 名 女性 40 名)
4～18 歳 約 50％、18～39 歳 約 20％、

40 歳～ 約 30％
②サッカー、バドミントン、太極拳、ノルデ

ィックウォーキング

③矢板市内

④・サッカースクールはクラブハウス付帯の

フットサルコートで行っている。

・クラブ内外共に幅広い連携が課題

写真（クラブマネジャー）

正:大森崇由 副:山本奈

法人番号：8060005004776

報告日：平成２８年７月２０日 



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：ましこチャレンジクラブ 

★ク ラ ブ 所 在 地：栃木県芳賀郡益子町大字益子 中央公民館内

★クラブマネジャー（正）氏名：小池 美子

★クラブマネジャー（副）氏名：原 実

★クラブホームページ：http://mashiko-challengeclub.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）

ラージボール卓球（昼：火曜日）

クラブマネジャー（正）

・経理処理・事務処理・使用施設の予約、

利用調整・教室補助（受付・指導）

クラブマネジャー（副）

・行政、他団体、指導者との連絡調整、

・年間活動計画、予算（案）の策定

自治体（町）とは施設利用の協議を細かく

実施し、また町の行事等には積極的に参加

・県総合型連絡協議会参加  3 回/年 
・新規会員をいかに増やすか、ＰＲ方法

ＨＰ等活用工夫している。

・自立に向けた活動及び周知活動。

① クラブ活動会員数（Ｈ28 年 4 月 1 日現在） 
３４４名（男性１７１名・女性１７３名） 

② 主な活動種目（年間：21・短期：3 種目） 
ｼﾞｭﾆｱﾗﾝﾆﾝｸﾞ、サッカー、ｿﾌﾄﾃﾆｽ、ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ、 
ヨガ、スポーツダンス、ｸﾞﾗﾝﾄﾞゴルフ、

③ 活動拠点：町総合運動場、総合体育館

④ 日々の活動内容及び定期的な活動の成

果、評価、課題等

設立 4 年目、会員も積極的に参加して頂き延

べ参加人数も年々増加している。クラブ運営

の自立に向けた活動を推進して行く。

写真（クラブマネジャー）

  （副）原 実  （正）小池 美子

法人番号：－



報告日：平成２８年７月１９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： まほろばの里スポーツクラブ  

★ク ラ ブ 所 在 地： 栃木県那須郡那珂川町

★クラブマネジャー（正）氏名： 稲 澤 正 広

★クラブマネジャー（副）氏名： 磯 部 正 美

★クラブホームページ： http://mahoroba-sc.org/

《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）

スポーツ交流会（H28.6.5:小川体育館）

・町教育委員会生涯学習課や小川小学校と連携し、学校の

クラブ活動に代わる小学生の種目を新たに立ち上げた。ま

た、ＰＴＡとも連携し、学校でのＰＲ活動も実施している。 

・広域スポーツセンターとは、年 1 回の視察懇談を実施し、

県内プロスポーツ選手による交流イベント（小学生）を毎

年共催している。

・会員数の伸びとともに若年層の会員も増えてきており、

総合型クラブが地域に根付いてきていることを実感して

いる。小川地区が中心となっている活動地域を、馬頭地区

にも広げ、さらなる総合型クラブの充実を図りたいと思

う。

・設立後 5 年が経過し、新たな事業の取り組みを積極的に

行いたい。

①平成 28 年 4 月 1 日現在の会員：232 人（男 38％：女 63％、

小学生 21％：60 歳未満 11％：60 歳以上 68％）

②主な活動種目：グラウンドゴルフ、卓球、3Ｂ体操、ソ

フトボール、子ども遊び塾、サッカー、野球等 12 種目

③活動拠点（場所）：小川体育館、小川総合福祉センター、

小川運動場、小川小校庭、小川南運動場、小川武道館

④日々の活動内容及び定期的な活動の成果、評価・課題：

各種目の活発な活動及び交流会とセミナーによって親睦

が図られ、会員数は増加し、種目も増えてきている。設立

5 年を過ぎて、新規事業として指導者研修会や記念誌の発

行を行う。また、基本理念等の再確認や会員の意見を吸上

げるための座談会を開催する。特に財政面が課題である。

写真（クラブマネジャー）

（正) 稲澤 

（副）磯部

法人番号：－



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： 友遊いずみクラブ 

★ク ラ ブ 所 在 地： 栃木県宇都宮市

★クラブマネジャー（正）氏名： 遠藤 敏幸

★クラブマネジャー（副）氏名： 森田 哲夫

★クラブホームページ： http//park19.wakwak.com/~izumigaoka/

《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）体操教室

クラブマネジャー（正）

事務処理一般、助成金関係処理全般、対外折衝、

会員管理、募集、受付、運営会議の開催等全般。

クラブマネジャー（副）

会計処理全般、クラブマネジャー（正）の補佐。

県広域ｽﾎﾟｰﾂセンターや市スポーツ振興課などの連

携については年３回の連絡協議会での意見交換を

実施している。 

【今後の取組み】昨年同様に次の１０年に向けて、運

営組織を強化し、安定した運営のために会員確保の

広報活動に力を入れていく。近隣クラブとの連携を

取り、交流会及び情報交換を実施していきたい。 

今年は長年念願であった、子ども陸上教室を宇都宮

大学の協力のもと開始でき、今後充実をしていきた

い。 

①平成 28 年 4 月現在のクラブの活動会員数(構成比)

・小学生５16人（38％）中学生２0６人(１5％）１０代 65 人(9％)

２０～３０代１01 人（7％）４０～５０代１70 人（１3％）６０代１11

人（8％）７０代以上 108 人（8％）幼稚園児５人（１％） 男子合計

６９８人{５２％}女子合計６５０人(４８％)合計１３４８人

②主な活動種目

子ども教室：器械体操、バドミントン、卓球、フットサル、ミニバス、

ソフトテニス、茶道教室、書道教室

一般大人：バドミントン、卓球、サッカー、ソフトボール、ソフトテニ

ス、健康体操、太極拳、フラダンス、料理教室、健康ヨガ、３Ｂ体

操、パソコン教室、エアロビクス、ホップコーラス、

③活動拠点（場所）

泉が丘小学校、泉が丘中学校、泉が丘地域コミニティセンター

④活動状況

設立１３年目です。小学校体育館を中心に、月曜から土曜日まで

３９種目のメニューを子ども・大人が楽しく毎日何かの種目を実施

しています。活動施設が限られるが新しいメニュー子ども陸上教室

と中高生のバスケットを種目に追加。

写真（クラブマネジャー）

(左)遠藤敏幸 (右)森田哲夫 

法人番号：9700150019190

報告日：平成２８年７月１５日 



報告日：平成 28年 7月 7 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： 横川スポーツクラブ  

★ク ラ ブ 所 在 地： 栃木県宇都宮市

★クラブマネジャー（正）氏名： 浜崎 克司

★クラブマネジャー（副）氏名： 高橋  弘

★クラブホームページ： http://ysportsc.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）

 卓球部会サークル活動

❶小学生 12名（男子 7名 女子 5名）

中学生 10名（ 〃7名   〃3名）

一 般  54名（ 〃34名  〃20名)

シニア 281名（ 〃106名 〃175名）計 357名（男子 154名女子 203名） 

❷活動種目

1.グラウンド・ゴルフ 2.輪投げ 3.卓球 4.リフレッシュ体操

5.社交ダンス 6.フラダンス 7.インラインスケート 8.ハイキング

9.バドミントン 10.スキー教室

❸活動拠点：小中学校の体育館・校庭・教室

・自治会公民館・広場・公共施設のグラウンド

❹・グラウンド・ゴルフ＝週 2～3日活動

・ 輪投げ-週２～３日 自治会集会場

・ 卓 球＝毎週火・日曜夜・土曜午後体育館

・ リフレシュ体操＝毎月第 2・４月曜日午後

・ 社交ダンス＝毎月第１・３日曜日夜間

・ フラダンス＝毎月第２・４金曜日午後

・ インラインスケート＝毎月第２・４土午後

・ バドミントン＝毎週日曜日夜間横中体育館

① 地域内自治会と地域包括支援センターとの連携により、

高齢者の活動の場の創設。

② 中学校の体育館内に事務所を置き、学校、既存クラブ等

との活動協力。

③ 県及び市スポーツ振興課においては、年３回ほどの連絡

協議会、交流会等により意見交換会を行っている。

④ 県スポーツクラブ連絡協議会の理事。

写真（クラブマネジャー）

浜崎（正） 高橋（副）

法人番号：－
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