
交付決定額

２１'スポーツクラブinしらかわ － 1,349

特定非営利活動法人ESTRELLAS 3380005003866 3,676

FULL SPO 8700150037755 3,676

特定非営利活動法人会津美里クラブ衆 7380005011122 4,593

特定非営利活動法人赤べこトータルスポーツ 6380005011602 3,074

あだちスポーツクラブ － 1,923

特定非営利活動法人あづまスポーツクラブ 2380005002299 1,754

特定非営利活動法人いな夢クラブ 5380005011710 3,676

特定非営利活動法人いわきクラブ 1380005006664 4,596

特定非営利活動法人いわきFスポーツクラブ 5380005011421 3,676

一般社団法人いわしろふれあいスポーツクラブ 4380005011645 4,194

特定非営利活動法人エフ・スポーツ 1380005001038 3,676

特定非営利活動法人かがみいしスポーツクラブ 9380005010700 4,300

特定非営利活動法人かしま元気スポーツクラブ 4380005011380 2,865

ＮＰＯ法人かわまたスポーツクラブ 7380005011460 3,676

きたあいづスポーツクラブ － 3,392

謹教スポーツクラブ － 3,096

特定非営利活動法人さめがわスポーツクラブ 4380005011389 3,674

特定非営利活動法人生涯学習プロジェクトもとみや（もとみやスポーツネットワーク） 4380005004376 3,253

白河ひがしスポーツクラブ － 3,648

新地町総合型地域スポーツクラブ「チャレンジしんち」 － 820

特定非営利活動法人ひめさゆりくらぶ 3380005011407 3,674

NPO法人広野みかんクラブ 4380005011166 3,676

総合型地域スポーツクラブマルベリーこおり 9700150037275 4,116

NPO法人そうま中央スポーツクラブ 9380005006954 2,505

特定非営利活動法人ただみコミュニティクラブ 7380005010603 4,596

たまかわ元気スポーツクラブ － 2,197

てんえいスポーツクラブ － 3,063

ならはスポーツクラブ － 2,213

西の郷スポーツクラブ － 4,363

にほんまつ城山クラブ － 2,104

特定非営利活動法人はなわスポーツクラブ 1380005011342 3,912

檜枝岐スポーツクラブ － 3,676

特定非営利活動法人ひのきスポーツクラブ 2380005010954 4,596

特定非営利活動法人いわき・あいスポねっと 5380005011454 3,676

緑ケ丘スポーツクラブ － 3,644

やまとスポーツクラブ － 3,676

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



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： ２１’スポーツクラフ”in しらかわ                

★ク ラ ブ 所 在 地： 福島県白河市立石山                      

★クラブマネジャー（正）氏名： 渡部冬子                             

★クラブマネジャー（副）氏名： 鈴木元子                             

★クラブホームページ： 無し                            

《クラブ紹介》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
うつくしま広域スポーツセンターと連携する

とともに、県連絡協議会副理事長として理事会

に参加し情報交換・企画行事への参加等で連携

を図っている。自治体・学校・町内会の代表者

を運営委員にお願いし地域密着のクラブづくり

に努力している。教室・イベント等、喜んで楽

しみながら参加できるよう工夫し、未来を担う

子供達の体力づくりを図るとともに、高齢者に

も無理のない魅力あるカリキュラムを企画・提

供することで健康で明るい生活ライフの実現に

向けサポートして行きたい。 

活動会員数（平成 2８年３月現在） 
年齢別 男 女 合計 
幼児 １６ ９  ２５ 

5～29 ５０ ５０ １００ 
30～59  28 １３５ １６３ 

60 歳以上 ４９ １３７ １８６ 
 主な活動種目 
月 2 回開催教室 １２教室 
ﾚｸﾀﾞﾝｽ･からだで遊ぼう･スポーツ吹矢･卓球等 

各教室 10～20 名の参加者 
サークル活動 ２７サークル 
バレー・太極拳・バトミントン・卓球等 

 活動拠点： 白河市第二市民体育館 
 活動内容：教室；有資格者（講師）の指導のもと基本

をしっかりと学ぶことが出来る。多種多様なプロダク

トの提供は会員さんが多くのベネフィットを得られ

ると考えている。 
アフターtoto に向け自主事業に取り組むと共に各教室を精

査し、来年度の活動に繋げたいと考えている。 

 

《クラブマネジャー活動報告》 

クラブマネジャー（正） クラブマネジャー（副） 

写真（クラブの活動風景） 

 



法人番号：3380005003866 

報告日：平成２８年７月８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 ESTRELLAS（エストレージャス）   

★ク ラ ブ 所 在 地：福島県郡山市安積町日出山                  

★クラブマネジャー（正）氏名：大内 郁弥                             

★クラブマネジャー（副）氏名：倉沢 飛輝                             

★クラブホームページ：http://club-estrellas.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） 

 

・市や近隣市町村の教育委員会と広報面、

訪問等でコンタクトがあり、巡回授業や専

門学校への講師派遣等。 
・広域スポーツセンターや県中地区総合型

スポーツクラブ連絡協議会に所属してい

る。 
・クラブマネジャーとしてイベント・事業

の企画立案、スクールのマネージメントな

ど活動。 
・今後は指定管理や自クラブ施設の強化。 

① 会員数計 236 名、H28.4.1 現在 
幼児：15 名、小学（男子）：206 名 
小学（女子）：3 名、中学（男子）：10 名、

中学（女子）：2 名 
② 主な活動種目：サッカー、柔道 
③ 福島県郡山市安積町荒井字大池下 20 
④ 今年は 8 歳以下の入会が多くあり、サッ

カーを問わずに体を動かすこと、運動能

力を刺激することをテーマに子ども達の

運動不足解消に繋げていきたい。 

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：8700150037755 

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： FULL SPO                            

★ク ラ ブ 所 在 地： 福島県石川郡古殿町竹貫字古町               

★クラブマネジャー（正）氏名： 矢内 千賀子                           

★クラブマネジャー（副）氏名： 高木 海里                            

★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）バランスボール健康法教室 

 

・日常の教室開催に関わる企画・運営・指導者
との連携は勿論ですが、他団体との連携を目的
とした交流に勤めています。わが町の総合型ス
ポーツクラブへの理解は厳しく、町からの協力
はなかなか難しいものがあります。そんな中で
も、活動を通じて、理解し、賛同・協力してく
れる方は増加しています。活動そのものに自信
を持ち、広く周知することに勤めてきました。 
スポーツ振興センター助成金を受け、基盤を作
ってきたつもりです。これから自主運営に向け
新たな課題と向き合うこととなりますが、参加
者目線の、需要にできるだけ応えていけるクラ
ブつくりに心がけていきたいと思っています。 
この町に必要とされるために、他団体をはじめ、
学校や自治体と協力しあい頑張っていきます。 

①28 年度登録会員数     １４６名 

男女比     ４：６  

～20才（７６名 ） ～40才（２６名 ） ～60才（３６名 ）  60才以上（８名 ） 

②種目 ・サッカー  ・バドミントン  ・ラージボール卓球 
・ヒップホップダンス  ・レクダンス  ・ダンスエアロビクス 
・野球ソフトボール  ・ノルディックウォーキング  ・タグラグビー 
・スポーツ吹き矢  ・カローリング  など 
③町内 ・勤労者体育センター ・女性若者等活動促進施設 

・屋内ゲートボール場 ・古殿中学校体育館 ・町民グラウンド 
・町公民館 他町内及び町外 

④各教室共、口コミで広がり、会員数が徐々に増えています。 
「楽しく笑顔で健康維持」の意識が高まってきていると感じ
ています。これからもより良い教室提供ができるよう勤めて
いくことを課題としています。 

写真（クラブマネジャー） 

 

クラブマネジャー（正） 
矢内千賀子 

クラブマネジャー（副） 
高木海里 



法人番号：7380005011122 

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会津美里クラブ衆          

★ク ラ ブ 所 在 地： 福島県大沼郡会津美里町                   

★クラブマネジャー（正）氏名： 貴志 陽子                            

★クラブマネジャー（副）氏名： 角田 恵                              

★クラブホームページ： http://misato-shu.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） 
 

 
ソフトボール実技講習会 

◆クラブ運営・定期活動管理・利用施設申請 

 イベント企画・広報活動 

◆カレンダー発行（毎月）、広報紙作成（年 2 回） 

 ホームページ更新（活動報告、スケジュール更新） 

◆町との共催事業開催、町運動会・高齢者運動会・ 

 町ウォークイベント等、行政や自治体へのスタッ 

 フ協力 

◆幼稚園・保育園・小学校への運動指導 

◆うつくしま広域スポーツセンター、会津地区 SC 

 連絡協議会、近隣クラブへのイベント協力・講師  

 派遣、他クラブ視察研修     など 

①平成 28 年 4 月 1 日現在 

 成人：312 名（男女比 1：2） 

 高校以下：104 名（男女比 1：1） 

 年齢構成：4 歳～90 歳が参加 

②スポーツ吹矢・バドミントン・ヨガ・ソフトバレー 

 ・ラージボール・太極拳・トランポリン等 

③町体育館（4 施設）・町公民館（3 施設）・各小学校 

④定期活動を中心に、町民向けイベントや町との共催

事業を展開しています。活動地区が広いので、地区毎

のニーズにあった活動を提供できる様リサーチしてい

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） クラブマネジャー（副） 

    貴志陽子     角田恵 



法人番号：6380005011602 

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： 特定非営利活動法人赤べこトータルスポーツ      

★ク ラ ブ 所 在 地： 福島県河沼郡柳津町                      

★クラブマネジャー（正）氏名： 鈴木 里美                            

★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）スーパーマルコ体操 

 

① 活動会員数(平成２８年６月１日現在) 

 年代 男 女 合計

～１９歳 92 67 159

２０代 1 3 4

３０代 2 3 5

４０代 2 0 2

５０代 0 8 8

６０代 4 10 14

７０代 1 6 7

８０代 0 1 1

90代 0 1 1

合計 102 99 201  
② 主な活動種目 

サッカーフットサル教室・スーパーマルコ体操教室・ヒップホップ

ダンス教室・エアロビクス教室・トータルスポーツ教室・ラージボ

ール卓球教室・キッズスポーツ教室 

③ 活動拠点（場所） 

柳津町海洋センター、やないづふれあい館、柳津運動公園 

④ 日々の活動の内容 

マルコ体操教室は昨年に引き続き参加人数が９名前後で安定して

いる。会員同士の交流を図る為に定期的に会食会等も行なってい

る。又、トータルスポーツではバドミントンの練習に力を入れてお

り、参加人数も増加。県民スポーツ両沼大会にも出場し、２位に入

賞。課題としては、各教室の参加者数にバラつきがあるのでＰＲ方

法を考えて行きたい。又、自主財源の確保にも努める。 



 

《クラブマネジャー活動報告》 

 

 

 

 

 

 

 

○クラブマネジャーとして 
・事業の企画・運営・クラブマネジメント 
・各教室の会員管理、クラブの支出の会計管理 
・会員、地域住民、各クラブ、行政とのコミュ

ニケーションを図るようにしている 
○自治体との連携 
・イベントや教室等を公民館と一緒に開催 
・公民館主催の放課後子ども教室で運動指導 
・うつくしま広域スポーツセンターのイベント

の協力 
○今後の活動方針 
・クラブの活動ＰＲを強化し、会員の増加、会

員の満足の向上に努める。（自己財源率を上

げる努力をする） 
・柳津町Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館施設等の指

定管理を受ける為に理事会等で話し合い、 

申請の準備を進める。 
・近隣クラブとの連携を強化する。 

(情報収集をする) 

写真（クラブマネジャー） 

 
クラブマネジャー(正) 鈴木里美 

 



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： あだちスポーツクラブ                      

★ク ラ ブ 所 在 地： 福島県二本松市                         

★クラブマネジャー（正）氏名： 安齋 美惠子                           

★クラブホームページ： http://www.city.nihonmatsu.lg.jp/adachi-sports/     

《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） 
「骨盤呼吸体操教室」 

 

･学校とクラブ･･･技能向上に励む環境作り

中学ｻｯｶｰ部はあだち JFC(U-15)で一貫指導 
･広域ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ･県体協･･･クラマネ会議出

席･情報提供や医事ﾄﾚ事業の講師派遣依頼 
･クラマネとして自分に適した活動ができる

クラブ作り(参加者が自由に目的に応じた種

目でスポーツを楽しむ､仲間の輪) 
･今後のクラブ・･･①地域の特性を生かす事

のできるクラブ ②自主運営ができるクラブ

作り(財源の確保･人材の確保) 

① 活動会員数･･･276 名 (男女比率：半々） 
当ｸﾗﾌﾞは U 字型で小中学生と高齢者が多い 
② 活動種目･･･24 種目有 
【スクール】ｻｯｶｰ･剣道･ｿﾌﾄ･ﾊﾞﾚｰ(ｽﾎﾟ少各③) 
【サークル】卓球･ﾗﾝﾆﾝｸﾞ･ｽﾎﾟｰﾂ吹矢･ﾖｰｶﾞ他 
③ 活動拠点･･･安達(公民館･体育館･野球場) 
域内各小中学校(ｸﾞﾗｳﾝﾄ･体育館)･舟山ｺﾞﾙﾌ場 
④ 活動内容(成果･評価･課題) 
ﾗﾝﾆﾝｸﾞは子供達が友達を誘い、親も同伴する

ため家族での参加が増え大人気｡ 課題はｽﾎﾟ

少の存続。 

写真（クラブマネジャー） 
「こどもスポーツ教室：パークゴルフ」 

 
写真中央 クラブマネジャー安齋 



写真（クラブマネジャー） 

 

法人番号：2380005002299 

報告日：平成２８年７月１８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あづまスポーツクラブ        

★ク ラ ブ 所 在 地： 福島県福島市佐原字下林                  

★クラブマネジャー（正）氏名： 服部 泉                              

★クラブマネジャー（副）氏名： 小池 直美                            

★クラブホームページ： http://azuma-sportsclub.com            

《クラブ紹介》 

 

 

 

 

 

 

 

《クラブマネジャー活動報告》 

 

 

 

 

 

 小池 直美(副)      服部 泉(正) 

写真（クラブの活動風景） 

 

      太極拳(木)活動 

【クラブマネジャーとしての業務】 

・経理事務全般(会員会費台帳作成・会費徴収・ 

会費等管理・コース毎の収支) 

・会員管理(会員名簿・連絡網作成) 

・活動全般（講師・施設側との日程調整等） 

・広報活動(ホームページ更新、会報発行、毎月

1 回事務局便り発行) 

・スポーツと健康についての啓蒙活動(健康セミ

ナー等の開催) 

健康意識の高い皆さんに喜んでいただける活動

をお届けできるよう励みます。 

 

① 会員数(H28・4・1 現在) 

延会員数 436 名 男 107 名 女 329 名 

50 代~70 代のシニア世代が中心 

② 水中運動&スイミング、テニス、ヨーガ等 

ノルディック・ウォーキング教室 他 

③ あづま総合運動公園(あづま総合体育館等)  

④ 平日の日中、コース毎に活動回数は異なるが

年間 48 回活動している。毎年会員が増え今

年度目標は純会員 400 名。シニア世代が中心

だが “いつでも”“どこでも”“だれでも” 
生き生きと楽しく活動している。 



法人番号：5380005011710 

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： いな夢クラブ                           

★ク ラ ブ 所 在 地： 福島県南会津郡南会津町古町字舘跡           

★クラブマネジャー（正）氏名： 平野 有紀                            

★クラブマネジャー（副）氏名： 佐藤 佳厘                            

★クラブホームページ： http：//inayumeclub.wix.com/inayume           

《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） 

 

 

主な業務内容 
・年間行事の計画、調整、実施。 
・会員データの管理、保険加入手続き。 
・指導者との連絡調整。 
・クラブに係る事務・会計管理。 
・大会およびイベント運営。 
・活動施設の利用調整。 
・行政、学校、各種関係団体との連携。 
・広報活動（毎月通信・活動カレンダーの発行、ＨＰの更新） 
・総会・役員会の開催。 
 
会員のニーズに合わせた教室の企画・運営をしていきたい。 
また、若い世代のうちから気軽にスポーツを楽しみ、習慣的

に運動をおこなうことで地域医療費の削減、将来的な介護予

防につながる活動となるよう事業展開をしていきたい。 

① 会員数（平成 28 年度 7 月 1 日現在） 
中学生以下 87 人、10 代～20 代 19 人、30 代～50 代 84 人、

60 歳以上 65 人 
② 活動種目 
ランニング、卓球、バウンドテニス、エンジョイスポーツ、

キッズ運動教室、バレーボール、スキー（アルペン・クロカ

ン）、いな夢ジム（筋力トレーニング他）、60 歳健康運動塾、

よさこい、各種文化活動 

③ 主な活動場所 

伊南地域交流センター、伊南会館、伊南グラウンド、 

保健センター 

④ 日々の活動内容及び定期的な活動の成果、評価・課題等 

高齢者の参加者が増え、体力作りや健康増進、交流の場とし

て役立っていると感じます。 

会員数も増え、それぞれのニーズに合った活動を提供できる

ように活動内容の充実を図りたいです。 

写真（クラブマネジャー） 

 
平野有紀（正） 佐藤佳厘（副） 



法人番号：1380005006664 

報告日：平成２８年７月１６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いわきクラブ              

★ク ラ ブ 所 在 地： 福島県いわき市平字長橋町                   

★クラブマネジャー（正）氏名： 我妻 展幸                             

★クラブマネジャー（副）氏名： 佐藤  郁                             

★クラブホームページ： http://www.iwakiclub.sakura.ne.jp/blog/     

《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） 

 

活動内容としましては、新規会員登録手続き各会場・ト

レーニング内容の確認、トレーニング会場確保、新種目・

新会場・会員増の考案などとなっております。いわき SC

連絡協議会の事務局長またエリアネットワークいわき地

区代表として月に２～３回ほど県広域スポーツセンター

の方々やいわき市教育委員会の方々いわき SC 連絡協議

会の方々とイベントの会議や各クラブの活動報告会・懇

親会・連絡協議会などを行っております。より多くの方々

にスポーツを経験して頂き、我々クラブの活動により地

域の活性化、スポーツの素晴らしさをいわき市や福島県

全体に伝えていければと考えております。 

 

① 平成 28 年４月１日活動会員数：（幼稚園児 42 名・

小学生 216 名・中学生 3 名・成人男性 3 名・成人女

性 23）・男女比：男 249 名：女 38 名 

② 主な活動種目：サッカー、タッグラグビー、スポー

ツ教室、ベリーダンス、ヨガ 

③ 活動拠点：いわき市内小学校や市民 G 

④ 日々の活動内容：幼児普及活動を積極的に行ってい

る。平成 28 年タッグラグビーやヨガ、ベリーダン

スの開設もでき、徐々に会員数の方が増えてきてお

ります。課題は新規教室や既存の教室の普及・会員

数の増加に努めていきたいです。 
 

写真 

 

クラブマネジャー（正） クラブマネジャー（副） 



法人番号：5380005011421 

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いわきＦスポーツクラブ       

★ク ラ ブ 所 在 地： 福島県いわき市好間町川中子字古川            

★クラブマネジャー（正）氏名： 遠藤 八十八                           

★クラブマネジャー（副）氏名： 田部井 かなえ                          

★クラブホームページ： http://iwakifureai.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） 

 

①会員数 
10 歳未満 56 名(男 35・女 21)  10 代 48 名(男 22・女 26) 
20 代 6 名(男 1・女 5)        30 代 4 名(男 0・女 4) 
40 代 5 名(男 2・女 3)        50 代 11 名(男 6・女 5) 
60 代 43 名(男 28・女 15)  70 代以上  39 名(男 35・女 4) 
合計 212 名(男 129・女 83) 
②主な活動種目 
【定期活動】バドミントン・ゴルフ・ファミリーゴルフ・

HIPHOP ダンス・スポーツ吹矢・ボウリング・カラオケ・ 
ソフトテニス・バレーボール・ヨガ・軟式野球 
【イベント】子ども(夏季キャンプ・ウィンタースポーツ体験)、
大人(歴史めぐり・自然探索等 2 件)を企画した。  
【各種大会(各種目 2 回) 】バドミントン・ファミリーゴルフ・

ゴルフ・スポーツ吹矢・ボウリング・ソフトテニス 
③活動拠点 いわき市中央台北小学校体育館・中央台東小学

校体育館・郷ケ丘小学校体育館・総合体育館・吉野谷公園・

スポルト平ボウリング場・中央台公民館・飯野公民館・塩屋

崎 CC・レインボー・楢葉仮設小・中学校校庭等 
④活動の成果・課題 28 年度で toto 助成が終了することから

自立（自律）を目指し、27 年度から NPO 法人として再スタ

ートした。自主財源の確保が最大の課題と認識している。 

○マネジャー業務 
クラブのマネジメント業務はもとより、地域小中学校、自

冶会、行政との連携を強化し、地域の子どもからお年寄り

まで幅広い年代の方々が気軽にスポーツを行い、楽しんで

頂くこと。そして一人でも多くの仲間を増やし、健康で明

るい地域づくり、クラブづくりを意識した活動を推進中で

ある。 
○クラブの展望(活動の主眼点) 
地域のニーズにマッチしたプログラムの企画・提供を第一

の目標として、いつでも、どこでも、だれもが、気軽にス

ポーツを楽しめる環境づくりや、自立(自律)に向けた組織づ

くり・体制づくりとアフターtoto を目前として、何といっ

ても今年度は自主財源の確保に向けた積極的な挑戦・取り

組みが重要との認識で取り組んでいる。 

 

スポーツ吹矢定期活動

写真（クラブマネジャー） 

  
正マネ（遠藤八十八） 副マネ（田部井かなえ） 

HIPHOP ダンス定期活動 



法人番号：4380005011645 

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： 一般社団法人いわしろふれあいスポーツクラブ      

★ク ラ ブ 所 在 地： 福島県二本松市                         

★クラブマネジャー（正）氏名： 藤野 美緒                             

★クラブマネジャー（副）氏名： 藤代 純子                             

★クラブホームページ： http://www.evergreen-net.jp/iwashirofsc     

《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） 

 
キッズ体育教室  月曜日 
幼児 15:30～16:30 児童 16:40～17:40 

 

○行政や学校との連携。 
 ・生涯学習課（スポーツ推進委員会）と 

共催でスポーツ教室（子供対象・高齢 
者対象）を開催。 

 ・社会福祉協議会の協力を得て、地区の 
高齢者サロンへ各種教室の案内をす
る。 

 ・地区の幼稚園・小学校・中学校を通じ 
て、教室等の要項の配布及び取り纏め 
をお願いしている。 

○会員や地域の声に耳を傾け、充実した活 
動が展開できるように、プログラムの企 
画をする。 

 ・教室等のアンケート調査を実施し、満 
足度調査やニーズの把握に努める。 

①活動会員数 
 ２０３名（男１０５名、女９８名） 
  中学生以下    77 名（男 45,女 32） 
  高校生～59 歳 74 名（男 38,女 36） 
  60 歳以上     52 名（男 19,女 33） 
②主な活動種目 
  ﾗﾝﾆﾝｸﾞ、軽登山、キッズ体育教室、 
  テニス、パワーヨガ、バレーボール他 
③活動拠点 
  岩代運動場、岩代総合文化ホール 
  岩代第二体育館、岩代テニスコート他 
④日々の活動内容及び定期的な成果、評価・
課題など 
  幅広い年齢層の会員さんへ、定期的に 

運動ができる環境を提供できている。 

写真（クラブマネジャー） 

 
藤野 美緒（正）  藤代 純子（副） 

 
 
 
 
 



法人番号：1380005001038 

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 エフ・スポーツ           

★ク ラ ブ 所 在 地：  福島県福島市置賜町                     

★クラブマネジャー（正）氏名：  相澤 勝博                           

★クラブマネジャー（副）氏名：  渡邉 希                             

★クラブホームページ：  http://ｆ-sports.info/                

《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） 

 

・（正）新規事業の開発、イベントの運営。 
 他クラブ、行政などとの商談。 
 会員管理。広報担当。 
・（副）各指導者と連携。スケジュール管理。 
 活動場所の確保。 経理担当。 
・県内や、全国のクラブや団体と積極的に

連携し幅広く事業を行っています。 
・参加者の小さな声を聞き逃さないように 
 して、満足度を上げるようにしています。 
・将来、新規雇用のできるクラブを目指す。 

① 会員数 271 名 （H28.3.31 現在） 
男 168 名 女 101 名 団体 2 組 

② 硬式野球、卓球、バレーボール 
③ 福島市内小中学校、国体記念体育館、    

中央学習センター、保健福祉センター 
④ 中学生の部活動のフォローアップスクー

ル、一般のエンジョイスポーツ、高齢者

の健康増進につなげる活動。 
決まった施設がないため、活動場所の確

保が困難。 協力者が少ない。 

写真（クラブマネジャー） 

   
左（正）相澤勝博    右（副）渡邉希 



法人番号：9380005010700 

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： 特定非営利活動法人かがみいしスポーツクラブ     

★ク ラ ブ 所 在 地： 福島県岩瀬郡鏡石町                      

★クラブマネジャー（正）氏名： 稲田 俊一                             

★クラブマネジャー（副）氏名： 本間 敏恵                             

★クラブホームページ： https://www.facebook.com/kagami.sc/       

《クラブ紹介》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真（クラブの活動風景） 
 

誰でもできるちょいトレ教室 
 

牧場の朝のまち“あやめウォーク” 
 

① 会員構成： 
会員数：６６５名 
男子：３２８名 女子：３３７名 
２歳から８４歳まで多世代の会員で構成

されています。 

② 主な活動種目： 
定期活動： 
【サークル】テニス、バドミントン、卓球、

英会話、ヨガ（モーニング、ナイト、ゆっ

くり）キッズクラブ（多種目体験教室）、

ジュニアクラブ（多種目体験教室）、ジュ

ニア陸上、ノルディックウォーキング、体

操教室、誰でもできる運動教室、元気アッ

プ教室（エアロビクス）全１４種目 

【スクール（加盟団体）】フットサル、バ

スケットボール、インディアカ、バレーボ

ール、バウンドテニス、フラダンス、ソフ

トボール、空手、剣道、サッカー、ミニバ

スケットボール、水泳、運動教室、陸上・

ランニング 
全１４種目 
※ その他、さまざまなスポーツイベン

ト・教室を開催しています。 

③ 活動拠点（場所）： 
鏡石町営鳥見山陸上競技場を活動拠点に 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

《クラブマネジャー活動報告》 

 

 

 

 

 

 

 

・ スポーツや文化活動を通して、「みんな

の笑顔があふれる鏡石町にする！」を理

念として、誰もが気軽にスポーツに親し

める環境を整備できるように、常にクラ

ブ会員や鏡石町民のニーズを調査しなが

ら地域のスポーツ振興を図ります。 

・鏡石町と連携し、一緒になってイベント

や教室を運営しています。イベントや教

室を運営する中で、コミュニケーション

の促進や多世代の交流で地域を盛り上げ

ます。 

・ 広域スポーツセンターや近隣クラブにお

いては、定期的にミーティングを開催し、

互いに連携をしての情報交換をしていま

す。また、県中地区の連絡協議会事務局

として、クラブ間の連携強化に努めます。 
 
・今後も常に地域のスポーツ振興を鏡石町

と連携して進めます。クラブを地域のス

ポーツの専門機関として、地域に無くて

はならないクラブに成長させていきま

す。 

写真（クラブマネジャー） 

 

ｸﾗﾌﾞﾏﾈｼﾞｬｰ(正)稲田俊一 

 

 

ｸﾗﾌﾞﾏﾈｼﾞｬｰ(副)本間敏恵 
 

 

子ども運動教室 

鏡石町内の体育施設を利用して活動し

ています。 
④ 活動の成果、評価・課題など： 
   平成２１年度に設立し８年目の活動が

始まりました。「みんなの笑顔があふれる

鏡石町にする！」をミッションに、鏡石

町と連携し、さまざまな事業を行ってい

ます。 
誰もが気軽にスポーツに親しめる環境

を整備することはもちろんですが、活動

をとおして地域コミュニティーの促進を

図り、多くの方が楽しみ地域から必要と

されるスポーツクラブを目指します。 



法人番号：4380005011380 

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かしま元気スポーツクラブ      

★ク ラ ブ 所 在 地： 福島県南相馬市鹿島区鹿島字北千倉            

★クラブマネジャー（正）氏名： 鈴 木 道 子                          

★クラブマネジャー（副）氏名： 西 内 正 耕                          

★クラブホームページ： http://kashima-sports.com                         

《クラブ紹介》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真（クラブの活動風景） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

スポーツ教室 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

テニス教室 

 
 

①平成２８年度会員数 
 ・総会員数    ２０５名 
 ・男女別構成比（６２：３８） 
 ・年齢別構成 
   小学生以下   ６７名 
   中学生     ２０名 
   高校生以上  １１８名 
        ※平成２８年４月１日時点 
 
②主な活動種目 
 
＜サークル活動＞ 
ドッジボール、バスケットボール、 
サッカー、登山、バレーボール、野球、 
卓球、バドミントン、他 
 
＜教  室＞ 
スポーツ教室、テニス、ソフトテニス、 
卓球、バドミントン、登山、他 
 
＜イベント＞ 
ウォーキング、パークゴルフ大会、 
グラウンドゴルフ男女ペア大会、 
バドミントン大会、ボウリング大会、他 
 
③主な活動場所 
 千倉体育館、鹿島体育館、他 
南相馬市鹿島区を中心に活動している

が、震災による施設不足、原発事故の影

響等で市外での活動も行っている。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《クラブマネジャー活動報告》 

 

 

 

 

 

 

 

・各種教室、イベントの企画、調整（施
設予約、経費等）、開催などを行う。  

・広報誌及びホームページを作成し、教
室、イベント、サークル活動への参加
及び活動の報告を行っている。  

・理事会、各専門部会などの開催及び調
整を行っている。  

・県スポーツクラブ会議への参加、他地
域スポーツクラブとの連携や共同で
の交流事業の開催。  

・地域の市民団体や行政機関、小・中学
校との連携を密にし、地域の活性化や
コミュニティづくりを行っていきた
い。また、双方が WIN-WIN の関係と
なるような取り組みをしていきたい。  

・参加者がクラブの事業に気軽に参加出
来るような環境、雰囲気作りをしてい
きたい。  

・今後は、文化活動など新しい種目の事
業を行っていきたいと考えている。ま
た、幅広い年齢層の方が参加出来る機
会を設けたいと考えている。  

・仮設住宅（避難者）との交流イベント
企画、立案など行っている。 

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） 
  西内 正耕         鈴木 道子 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

パークゴルフ教室での受付風景 

写真（クラブの活動風景） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
バドミントン教室 

 
 
 

④活動内容 
各種教室、イベントの開催 
広報誌の作成及び配布 
ホームページの更新 
施設の指定管理委託   他 

 
活動成果：様々な世代の方や被災し鹿島

区に住んでいる方にも事業に参加してい

ただいており、震災や原発事故によるス

トレスの発散や運動不足解消、仲間づく

りの場としてよろこんでもらえている。 
 
課題：地域のニーズに合ったプログラム

や多世代の方に参加していただけるもの

を企画し、多くの方に気軽に参加してい

ただけるようなスポーツクラブにしてい
きたい。 



法人番号：7380005011460 

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： ＮＰＯ法人かわまたスポーツクラブ              

★ク ラ ブ 所 在 地： 福島県伊達郡川俣町大字東福沢字万所内山       

★クラブマネジャー（正）氏名： 富永 直樹                            

★クラブマネジャー（副）氏名： 斎藤 智志                             

★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） 

 

≪設立の目的≫ 
川俣町民に対して、生涯スポーツの振興を図り、もって、地域住民の健

康増進、地域コミュニティーの促進、青少年の健全育成及び豊かな高齢

化社会の創造など明るく活力に満ちた地域社会の実現に寄与する。 
≪町との連携≫ 
町の生涯学習課・社会福祉課・町体育協会などとは連絡を取り合いなが

ら活動しています。また、町内の学校・幼稚園へ定期訪問し、クラブの

活動内容を広報し、積極的な参加を促しています。 
≪広域スポーツセンターとの連携≫ 
本年度より、広域スポーツセンターの行うプロジェクト（エリアネット

ワーク事業）に担当クラブとして取り組み、エリア内外のクラブに情報

を発信しています。 
≪クラブマネジャーの取り組み≫ 
手分けしながら全事業に携わり、参加会員の反応や地域住民の意見を取

り入れながら、より良いクラス作りを目指しています。 

 

① 小中学生 102 名 ／ 18 歳～59 歳 128 名、 
60 歳以上 144 名      合計 374 名 

      （男性 178 名、女性 196 名） 
② スクール活動 14／サークル活動 5  計 19  

◆少年ハンドボール教室 （毎週 2 回） 
◆エクササイズ教室   （毎週１回） 
◆イベント「春フェスタ」 （年１回）   等 

③ 川俣町体育館 
④ 一部避難区域を含む川俣町では、子供たちの健康維持・増進は

もちろんですが、高齢の方にも、積極的にスポーツに参加して

もらうための企画・声掛けを実施しています。主な活動場所が

体育館（室内）となりますが、体育館使用に関しても調整をし

ながら、多くの会員に参加してもらえるように心掛けていま

す。２７年度は各事業の参加者の増加を目指しましたが、本年

度も引き続き、新規会員の獲得を目指し活動していきます。 

 

写真（クラブマネジャー） 

 
（正）富永直樹  （副）斎藤智志 



法人番号：－ 

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：  きたあいづスポーツクラブ                  

★ク ラ ブ 所 在 地：  福島県会津若松市                      

★クラブマネジャー（正）氏名：  赤羽 吟子                           

★クラブマネジャー（副）氏名：  戸塚 正恵                           

★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） 
村田諒太氏による体幹トレーニング 

 

正：クラブ運営に関わること全般を担当。行政との連

絡調整も行い各種会議、研修会に積極的に参加しクラ

ブ発展のためのヒントを探している。幼児や障がい者

の教室には安全確保の為補助に入ることもある。地域

の活動にクラブ代表として参加し、依頼があれば小学

校等で運動の講師も務める。今年度は地域に出る機会

を増やしクラブの PR に力を入れたい。 

副：一般会計、助成金の管理を担当。個人情報の取扱

責任者。パソコンに長けているので住民の目を引くチ

ラシ、情報誌を作成しクラブの存在をアピールした

い。子を持つ親の目線で新規事業の開拓に積極的に取

り組んでいる。 

①会員数 217 名（男 88 名、女 129 名）0～19 歳（男 50

名、女 34 名）20～39 歳（男 8 名、女 10 名）40～59

歳（男 14 名、女 8 名）60 歳～（男 16 名、女 77 名） 

②剣道、社交ダンス、野球、スーパーマルコ体操、ラン

ナーズ、卓球等 13 種目 

③北会津中学校、北会津公民館、荒舘小学校、農村環境

改善センター 

④定期教室は講師に恵まれ充実した活動ができていま

す。今年度の課題は新規教室である障がい者スポーツ

教室を更に充実した活動に展開し障がいを持つ方の活

動・活躍の場をもっと広げていくことです。 

写真（クラブマネジャー） 

 

左：正マネジャー 右：副マネジャー 



法人番号：－ 

報告日：平成２８年７月１６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： 謹教スポーツクラブ                       

★ク ラ ブ 所 在 地： 福島県会津若松市                       

★クラブマネジャー（正）氏名： 小野 淳子                            

★クラブマネジャー（副）氏名： 室井 まさ子                           

★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》 

 

 

 

 

 

 

〇クラブマネジャーとしての業務 

 ・会員管理（保険加入、文書送付等） 

・教室運営（講師、場所の調整、受付等） 

・広報活動（クラブだより、パンフ作成） 

・活動内容の調整 

（スケジュール管理、新教室の準備等） 

・イベント等の開催 

・経理全般（室井副マネ担当） 
市スポーツ推進課とは毎年合同事業を開催し、市民が

参加しやすいイベントや教室を開催運営しています。

地元謹教小学校と合同で行う地区運動会は今年度で

３４回目となりました。スポーツを通して地域環境を

整え、笑顔溢れる町づくりに取り組んでいきます。 
 

① 会員数 388 名（男 134 名／女 191 名） 

うち 60 歳以上‥38 名  20 歳以下‥145 名 

② エアロビクス、ズンバ、アクアビクス、ヨガ（陽

ヨガ、陰ヨガ、マタニティヨガ）、キッズトレーニ

ング、バレーボール、ストレッチ、サッカー、バ

スケ、ソフトテニス他 

③ 謹教地区（小学校体育館、コミセン） 
④ 地域の方が進んで参加できるような運動教室を定

期的に開催し、地域全体の活性化を目標にしてい

ます。助成金を活用してからは特に、どの世代に

も偏りのないプログラムの提供を目指して活動し

てきました。5 年目を迎えた今年度は会員の参加

率も安定してきました。 

写真（クラブの活動風景） 

 
バレーボール教室 ※小学生の部 

写真（クラブマネジャー） 

 

 左：小野淳子  右：室井まさ子 
 

 
 



法人番号：4380005011389 

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さめがわスポーツクラブ       

★ク ラ ブ 所 在 地： 福島県東白川郡鮫川村大字赤坂中野字宿ノ入      

★クラブマネジャー（正）氏名： 阿久津 光市                           

★クラブマネジャー（副）氏名： 石井 美香                            

★クラブホームページ： http://www.vill.samegawa.fukushima.jp/page001063.html    

《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） 

  

鮫川村体育施設指定管理を受託し、小・中

学校や村体育協会・教育委員会・住民福祉課

等と共催事業・委託事業を連携しながら行って

いる。広域ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰの指導をいただきなが

ら、県体育協会の事業に参加している。 

「笑顔で健康 みんな元気な さめがわむら」

をｽﾛｰｶﾞﾝに、幼児から高齢者まで、地域の皆

様の自主的な参加を促進し、健康で活力ある

地域づくりに寄与することを目的に、これからも

活動してゆきたい。 

(1)活動会員数(平成 28 年 4 月 1 日現在) 

・0～19 歳 95 名 男性 39 名 女性 56 名 

・20～39 歳 31 名 男性 19 名 女性 12 名 

・40～59 歳 27 名 男性 9 名 女性 18 名 

・60 歳～  50 名 男性 22 名 女性 28 名 

   合計 203 名 男性 89 名 女性 114 名 

(2)主な活動種目：ｴｱﾛﾋﾞｸｽ・ｽｲﾐﾝｸﾞ・健康体操他 

(3)活動拠点：鮫川村トレーニングセンター 

(4)活動内容・定期活動の成果、評価・課題等 

高齢者・小学生の教室は充実している。生産年齢

20 歳～50 歳代の参加者をもっと増やしたい。 

 

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 

阿久津光市 石井美香 

http://www.vill.samegawa.fukushima.jp/page001063.html


法人番号：4380005004376 

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：NPO 法人生涯学習プロジェクトもとみや           

★ク ラ ブ 所 在 地：福島県本宮市本宮字矢来                    

★クラブマネジャー（正）氏名：兼 谷 典 寿                           

★クラブマネジャー（副）氏名：武 田 由 子                           

★クラブホームページ：http://www.city.motomiya.lg.jp/motospo/index.htm     

《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） 

 

 

クラブマネジャーの業務として今年は特

に新規プログラムの考案に力を注ぎたいと

考えています。現在クラブでは介護プログ

ラムや放課後子ども活動での事業の調査を

行っています。 
７月４日に開催された運営委員会におい

て、県広域スポーツセンターの菅野マネジ

ャーより改めて「総合型地域スポーツクラ

ブの現状等について」と題して講義を受け

ました。 

会員：１５４５名 男性２８％ 女性７２％ 
40 代から 60 代の女性の割合が３５％となっ

ている。 
子供水泳教室、エアロビクス、ヨガ、健康体

操、筋肉トレーニング、太極拳、水中運動、

トライアスロン、ランニング 
ソレイユ MOTOMIYA（市内商業施設）、本

宮市中央公民館、総合体育館、市民プール 
市民の健康増進、スポーツ参加率の向上 
今年度活動拠点の移動が行われる予定 

写真（クラブマネジャー） 

 
  



法人番号：－ 

報告日：平成２８年７月１０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：  白河ひがしスポーツクラブ                  

★ク ラ ブ 所 在 地：  福島県白河市郭内                      

★クラブマネジャー（正）氏名：  矢 吹 和 士                         

★クラブマネジャー（副）氏名：  斉 須 政 弘                         

★クラブホームページ：  http://www.shirakawahigashi-sc-jr.jp     

《クラブ紹介》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真（クラブの活動風景） 

 

① 平成 28年 7月 1日現在クラブの活動会員数 
会員 107 名   男女比 1：3.82 

10 代 9.4 割 30 代 0.1 割 40 代 0.5 割 

②主な活動種目（スポーツ少年団が中心） 
1.バドミントン 
2.バレーボール 
3.ミニバスケットボール 
3.動き作り教室 

（バドミントン・バレーボール・チアダンス） 

写真（クラブの活動風景）バドミントン 

 

③活動拠点  
 種目：バドミントン・EAST ミニバスケッ

トボール 
東風の台公園体育館（東公園体育館） 
種目：バレーボール Jr・動き作り教室 

 市立東中学校体育館 
種目：表郷ミニバスケットボール 

  市立表郷小学校体育館 
※ 定まった活動拠点が無い関係から施設の空き

状況により変わる場合があります。 



 

NO.2 

   

 

 

 

 

 

《クラブマネジャー活動報告》正 

 

 

 

 

 

 

 

《クラブマネジャー活動報告》副 

 

 

 

 

 

 

 

業務内容 
・クラブ事業の企画・運営・資料作成 
・各教室の指導やコーチサポート 
・学校関係の連携及び行政サイド・市体育

協会との協働の働きを図っている。 
今後の取り組み 
・一般向け教室の拡大と教室の連携を図り

一般会員の加入拡大を図る。 
クラブ事業のバランスを図って地域ス

ポーツの活性化を進めていきたい。 

写真（正クラブマネジャー） 

 

業務内容 
・クラブマネジャーを補佐しクラブ事業の

経理・企画・運営・資料作成をする。 
・各教室の指導やコーチサポート 
今後の取り組み 
・まだまだ慣れないので早く仕事に慣れク

ラブの為に頑張りたいと思います。 

写真（副クラブマネジャー） 

 

写真（クラブの活動風景）バレーボール 

 

・現在のクラブの活動に対し地域への浸透は高ま

ってきました。 
・特にバレーボール・バドミントンなどは周辺地

域からも加入が見られる。 
・クラブ活動会員数は、まだまだ低い状況が続い

ている関係から種目間の連携や活動環境改善、

広報活動の充実を図る必要も感じられる。 
・それとクラブ役員自身がまだ、自分の種目意識

が強くクラブ役員関係の意思疎通を図りクラブ

拡大の協力体制を構築する必要もある。 
 



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： 新地町総合型地域スポーツクラブ「チャレンジしんち」  

★ク ラ ブ 所 在 地： 福島県相馬郡新地町                      

★クラブマネジャー（正）氏名： 早川 清                              

★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） 

 

業務内容； 
① 年間事業計画に基づいた月毎の事業計画・

概要の作成･実施、運営委員会野開催、総会

の開催 

② 役場･教育委員会･スポーツ推進委員会･健

康保健センターとの事業協力 

③ 県広域スポーツセンター及び県スポーツク

ラブとの事業参加協力 

④ 次世代に対するクラブ後継者の育成･会員

拡大･自主自立を目指した取り組み等 

① 活動会員数；135 名、男女比=51:49、年齢構

成１８歳以下 7 名、20 歳代 3 名、30 歳代 7

名、40 歳代 6 名、50 歳代 8 名 60 歳代 58 名、

70 歳以上 46 名 

② 活動種目；ラージボール卓球、パークゴルフ、

太極拳、ウォーキング、スポーツ吹き矢、懐

メロをうたう会他 

③ 活動拠点；総合体育館、新地パークゴルフ場

他 

④ 活動の成果･評価･課題；各教室参加者を 20 名

以上とする 

写真（クラブマネジャー） 

 
正クラブマネジャー 



法人番号：3380005011407 

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ひめさゆりくらぶ         

★ク ラ ブ 所 在 地：   福島県喜多方市熱塩加納町               

★クラブマネジャー（正）氏名：   平林 ひろ子                         

★クラブマネジャー（副）氏名：   田場川 美咲                         

★クラブホームページ：   http://www.himesayuri.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） 

 
 

活動報告 

企画やスタッフの調整・会場手配などの業務を行

っています。誰でも参加しやすいスポーツの場を

提供するとともに、運動を通じてまちづくり、世

代間交流を図り、活動の充実と自立した総合型ス

ポーツクラブを目指します。 

活動会員数 

平成 28年 4月 1日現在 

会員総数 121名（男性 85名・女性 36名） 

活動種目 

Ｕ１２スポーツ教室（多種目型）・フットサル教

室・バドミントン教室・わくわく体操教室（介護

予防運動）・グラウンドゴルフ教室・パラグライ

ダー教室・家庭バレーボール教室・救急法講習

会・その他各種大会開催 

活動拠点 

 喜多方市熱塩加納運動場多目的広場 

及び熱塩加納体育館、三ノ倉高原 

活動内容 

各種教室・大会への参加者が増えてきているの

で、参加継続に繋げられるよう、今後も地域との

関係性や、広報活動の強化を行っていきたい。 

 クラブマネージャー（正） 

平林 ひろ子 

  

 
クラブマネジャー（正） 

平林 ひろ子 
クラブマネジャー（副） 

田場川 美咲 



法人番号：4380005011166 

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： NPO 法人広野みかんクラブ                  

★ク ラ ブ 所 在 地： 福島県双葉郡広野町                      

★クラブマネジャー（正）氏名： 大和田 幸弘                           

★クラブマネジャー（副）氏名： 安藤 由佳子                           

★クラブホームページ： https://www.facebook.com/mikan.club         

《クラブ紹介》 

 

 

 

 

 

 

《クラブマネジャー活動報告》 

 
左：ｸﾗﾌﾞﾏﾈｼﾞｬｰ（正）  右：ｸﾗﾌﾞﾏﾈｼﾞｬｰ（副） 

各種スポーツ教室事業・スポーツサークル事

業・クラブチーム運営事業・スポーツ大会の

開催等の業務を行っている。小学校の児童の

６割以上が当クラブの会員になっており、毎

月小学校への案内を配布している。 

また、町広報に協力いただき、毎月クラブ通

信を発行し、活動の様子や募集等を行ってい

る。新規事業として、今年度よりソサイチリ

ーグを開催し新たな参加者増および会員増

につながっている。今後も地域住民のニーズ

に沿った運営を心がけて行きたい。 

① 会員数：310名 

・男女比：男 70％・女 30％ 

・年齢層：12 歳以下 40％／13 歳～18歳 2％ 

19 歳～49 歳 39％／50 歳以上 19％ 

② ﾌｯﾄｻﾙ・ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ・野球・ﾃﾆｽ(軟式/硬式) 

③ 多目的運動場、中央体育館、総合ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 

ﾃﾆｽｺｰﾄ 

④ 子ども対象の定期教室、成人対象の定期教室

ともに参加者が増加傾向にある。またクラブ

主催のスポーツ大会を各種開催しており幅広

い参加者が集い、交流を深めている。 

 

写真（クラブの活動風景） 

 



法人番号：9700150037275 

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： 総合型地域スポーツクラブマルベリーこおり        

★ク ラ ブ 所 在 地： 福島県伊達郡桑折町大字谷地字道下           

★クラブマネジャー（正）氏名： 佐藤 淳未                            

★クラブマネジャー（副）氏名： 泉 智裕                             

★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） 

 
選奨土木遺産“西根堰”巡り健康ｳｫｰｸ 

 

・クラブに関わる事務・経理的なことすべて 

・プログラム活動運営補助 

・広報活動 

・活動団体と活動拠点施設との調整、申請 

・委員会、部会等の開催 

・近隣の総合型ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞや広域ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰとの会議打合せ 

・まずは活動を継続していけるよう、クラブ基盤の強化、行

政機関や地域の既存団体との連携を密にし、将来的には町

民の方々にとって必要とされるクラブにしていきたい。 

①活動会員数（H28.4.1 現在） 単位：名 

 未就 小学 中学 高校 ～29 ～39 ～49 ～59 ～69 70～ 計 

 男 10 59 41 3 3 16 14 9 17 9 181 

女 9 53 19 2 7 15 10 6 19 8 148 

計 19 112 60 5 10 31 24 15 36 17 329 

②主な活動種目 

 定期活動：ﾉﾙﾃ゙ ｨｯｸｳｫー ｷﾝｸ゙ ･ｼ゙ ｭﾆｱｱｽﾘー ﾄ･ﾖｶ゙ ･ﾚｸﾘｪー ｼｮﾝ･ﾊ゙ ﾚー ﾎ゙ ﾙー･ｶﾇー  

 イベント：ﾄﾚｯｷﾝｸ゙ ･ｽﾉー ﾄﾚｯｷﾝｸ゙ ･ﾉﾙﾃ゙ ｨｯｸｳｫー ｷﾝｸ゙ ･ｿﾌﾄﾊ゙ ﾚー ﾎ゙ ﾙー･ｽｷー  

③活動拠点（場所） 

 ・町内小・中学校体育館・桑折公民館・桑折町民体育館など 

④クラブの活動が少しずつ地域にも浸透してきて参加者も増えてきている。 

しかし今後は、プログラム・会費・参加費等の見直し、運営形態を改めて 

いく必要がある。 

写真（クラブマネジャー）  

 
ｸﾗﾌﾞﾏﾈｼﾞｬｰ(正)  ｸﾗﾌﾞﾏﾈｼﾞｬｰ(副) 

佐藤淳未    泉 智裕 



法人番号：9380005006954 

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： NPO 法人そうま中央スポーツクラブ             

★ク ラ ブ 所 在 地： 福島県相馬市中村字北町                   

★クラブマネジャー（正）氏名： 土肥 義明                            

★クラブマネジャー（副）氏名： 大矢  巌                             

★クラブホームページ： http://soma-sports.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） 

 

クラブマネジャーの活動内容 
・定期総会を初め、各種会議開催予定の策

定、提案、準備及び実施 
・年間行事計画の策定・提案・準備、実施 
・行政への各種申請、依頼 
・福島県総合型 SC 連絡協議会・相馬地区

総合型 SC 連絡協議会事業に参画 
・クラブ財務管理、スポーツ振興くじ助成

事業に関する経理事務 
・各サークルの活動状況の把握 

①平成 28 年 4 月 1 日現在クラブ活動会員数

357 名、（男:130 名、女:227 名）小学生以下

38 名、中学生 22 名、高校生:4 名、成人:155
名、65 歳以上:138 名 
②主な活動種目 弓道、3B 体操、太極拳、

バドミントン、パドルテニス他９種目 
③活動拠点 スポーツアリーナそうま他 
④日々の活動内容 各サークル週１回～３

回、全ての年代がスポーツを楽しんでいる。 
⑤評価 本年度より 3 サークルが増加。 

写真（クラブマネジャー） 

 
  

マネジャー(副) マネジャー(正) 



法人番号：7380005010603 

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： 特定非営利活動法人ただみコミュニティクラブ      

★ク ラ ブ 所 在 地： 福島県南会津郡只見町小林字下前田           

★クラブマネジャー（正）氏名： 渡部 一昭                            

★クラブマネジャー（副）氏名： 平山 真恵美                           

★クラブホームページ： http://www.tadami-cc.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） 

 

① 只見町のスポーツ環境と健康づくりに関わる事業提案と実施・学校スポ

ーツ活動支援、職場体験、学校体育支援等 

② 県内クラブとの事業交流、セミナーの参加によるスキルアップと課題解

決のための情報交換 

③ 今年度から１０年間の只見町振興計画に基づき、スポーツ環境の整備・

町民の健康づくりに関わる事業を担う非営利団体として町の課題解決

に尽力する。 

① 平成２８年４月１日クラブ会員数３９４名 

～10 代―184 名（男性９０名 女性 ９４名） 

20～40 代→91 名（男性３４名 女性 57 名） 

50 代～ →119 名（男性 35 名 女性 84 名） 

② 主な活動種目 

・ウォーク・ダイエット教室・シニアスポーツ教室・レクスポ・キッズ

運動遊び・バレー・陸上・水泳・野球・剣道・アスリートによる教室・

スキルアップ教室・スポーツ研修会 他 

③ 活動拠点 

・町民体育館・町内小中学校体育館・亀岡サッカー場・町内振興センタ

ー・町内プール・町下野球場等 

④ クラブについて 

少子高齢化の問題を抱える地域において、企業、住民、行政、クラブが

協働で事業を行い、スポーツを通じて課題解決の一端を担っていく。 

 

 

写真（クラブマネジャー） 

   
渡部 一昭 (正)   平山 真恵美 (副) 

 
 
 
 



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：たまかわ元気スポーツクラブ                  

★ク ラ ブ 所 在 地：福島県石川郡玉川村                       

★クラブマネジャー（正）氏名：関根 文夏                             

★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） 

 

活動内容 

・会員、予算の管理 

・各教室の企画、補助 

・広報活動 

広報発行（月１回） 

教室チラシ（その都度） 

※子供向け教室の場合、教育委員会の協力のも

と学校へ配布。 

パンフレット（年１回） 

・イベント開催時に満足度アンケート実施 

・他クラブとの交流 

近隣クラブとの情報交換会（月１回程度） 

今後の展望 

クラブ事業として成功させるだけではなく、会員がそ

れぞれに満足し、結果の出るスポーツクラブ作りに貢献

したい。またクラブだけではなく、地域内にある他の団

体や近隣スポーツクラブとの共存を目指したい。 

  0～19歳 20～39歳 40～59歳 60歳以上 計
男性 27 2 14 39 82
女性 14 3 30 97 144
計 41 5 44 136 226

※Ｈ28　6/30現在363名

①Ｈ28　4/1現在の会員数　226名(前年比+50人)

 
②主な活動種目：フラダンス、レクダンス、ランニング、
バドミントン、ヨガ、子供向け体育教室、ラージボール
卓球、トレーニング、フットサル 
③主な活動場所：たまかわ文化体育館・玉川村民グラン
ド・玉川村体育センター 
④活動内容と成果・評価・課題 
成果参加人数の増加…各世代向けの教室を開催してい
るが、定員に達し募集を終了している教室が多い。（会
員の方がクラブや教室を紹介しに家族や知人を連れて
きていただくことも多く、会員の皆様にとって紹介する
ことができるクラブであるのは誇らしいことだと思い
ます。） 
課題事業数の増加、また会員が急激に増えているため、
例年通りのやり方では会員一人一人へのフォローが難
しくなってきている。より一層の事務局、指導者との連
携や会員とのコミュニケーションが必要である。 
 

写真（クラブマネジャー） 

 
関根 文夏 

半田山トレッキング 



法人番号：－ 

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：てんえいスポーツクラブ                     

★ク ラ ブ 所 在 地：福島県岩瀬郡天栄村                       

★クラブマネジャー（正）氏名：駒木根 幸枝                            

★クラブマネジャー（副）氏名：瀬和 妃予子                            

★クラブホームページ：http://www4.hp-ez.com/hp/teneisportsclub     

《クラブ紹介》 

 

 

 

 

 

 

《クラブマネジャー活動報告》 

 

 

 

 

 

 

 

写真（活動風景） 

 

行政からの協力も受けながら、クラブならでは

のフットワークを武器に会員の協力の元、各種

大会やイベントなどを企画運営しています。今

年度は更なる住民のニーズに耳を傾け、多様な

イベントを開催していきたいと奮闘しておりま

す。 

①小学生から最高齢は 86 歳まで加入してます。

男性 101 名助成 58 名が参加（4/1 付け） 
②主な種目は、サッカー・ソフトボール等のス

クール種目が 5 種目 
 フットサル・テニス・マレットゴルフなどの

サークル活動が 10 種目です。 
③主な活動場所は、村内の体育館・総合広場・

屋内テニスコート・村内小中学校運動施設など。 
④施設が充実しているので、近隣チーム対抗戦

なども開催しております。 

写真（クラブマネジャー）

 
写真 左：駒木根 幸枝（正マネ） 

右：瀬和 妃予子（副マネ） 



法人番号：－ 

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： ならはスポーツクラブ                     

★ク ラ ブ 所 在 地： 福島県双葉郡楢葉町大字北田字中満           

★クラブマネジャー（正）氏名： 遠藤 ノブ子                            

★クラブマネジャー（副）氏名： 吉田 ちひろ                           

★クラブホームページ： 町広報・タブレットへの掲載                             

《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） 
 

 
ウォーキング教室 

＊ 業務内容 
・ 各教室実施要項、教育長への活動実施伺い・報告 

子供達の参加依頼・町広報への掲載・新聞社への 

取材依頼・各学校長への資料配布等、学校とも連携を図り

ながら行事実施。 

・ 年度始めに県広域と展望等を話し合い研修・情報収集等頻

繁に打ち合わせができている。 

・ 気軽に参加できる企画・教室等を考え誠意を持って実施し

心のケアにも勤め絆を深めたい。 

・ 今年度は、「いいやんべエクササイズ」を立ち上げたい。 

 

 

① 活動人数 
   0～30～40～50～60～70～80～ 
男（各）0 2 0 3  24 15 5 
女（各）0 0 1 31 176 19 2 
② 主な活動種目・教室（軽登山・ｳｫｰｷﾝｸﾞ・ 

太極拳･ﾉﾙﾃﾞｨｯｸｳｫｰｷﾝｸﾞ・いいやんべｴｸｻｻｲ

ｽﾞ）・ｷｯｽﾞﾁｬﾚﾝｼﾞ・小中学生登山体験 
③ 活動拠点：楢葉町あおぞらこども園内 
④ 定期的な活動の成果、評価、課題 

新教室始めて内部的に元気になっている。 

写真（クラブマネジャー） 
 吉田ちひろ（副）   遠藤ノブ子（正） 

 



法人番号：－ 

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： 西の郷スポーツクラブ                     

★ク ラ ブ 所 在 地： 福島県西郷村                          

★クラブマネジャー（正）氏名：  岡部 満美                           

★クラブマネジャー（副）氏名：  高橋 ひろ子                          

★クラブホームページ：  http//hishinosato-sc.sakura.ne.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）

 

〔クラブマネジャーの業務〕                

・指導者との連絡調整、施設の利用調整 

・行政機関等との連絡調整 

・クラブ活動計画、予算、広報、経理処理、財務管理 

〔今後取り組みたいこと〕 

・より多くの方のスポーツ参画やコミュニティの場となるよう

行政と連携を図り、法人化にすることにより地域スポーツの

核となるよう活動を広めて行きたいと考えています。 

① 会員数３３６名（男１７８名女１５８名） 

～１８歳 ７１名  ～４０歳 ３８名   

～６０歳 ３６名  ６０歳以上１９１名  

② 学童野球・Ｊｒ．バレーボール・卓球・太極拳・健康体操・

キッズリトルスポーツ・サイクリング・ゴルフ・スローピ

ッチソフトボール・パークゴルフ 

③ 村民体育館・村民野球場・地区公民館・太陽の国パークゴ

ルフ場・エイトゴルフガーデン 

④ 幼児から高齢者までを対象に様々なスポーツが楽しめる

身近な総合型スポーツクラブとして地域のスポーツ推進

やコミュニティの場となっている。 

 

 

写真（クラブマネジャー）

 
岡部満美（正マネ） 高橋ひろ子（副マネ） 



法人番号：－ 

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： にほんまつ城山クラブ                     

★ク ラ ブ 所 在 地： 福島県二本松市榎戸                      

★クラブマネジャー（正）氏名： 梢 淳子                             

★クラブホームページ： http://www,city.nihonmatsu.lg.jp/shiroyama-sports/toppage1.html      

《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） 
ちびっこチャレンジクラブ 

 

・スポーツ推進委員と連携してのスポーツ教室の開

催（年２回程度）・市民体力測定会（年１回）・大会

（ソフトバレーボール大会・親善ボウリング大会）

の開催に合わせて、新しい教室の開催・体験会の開

催 

・会報・ホームページ・公共施設での会報の掲示等

での会員募集、各種教室参加者募集を行っている。

会報への広告掲載等も考えていきたい。 

・平成 28年度中の法人格の取得。 

１会員数 

子供（未就学児～中学生）男１１２名 女 ７０名 

 大人(高校生以上)      男１３３名 女１９２名 

  合計５０７名 男性４８．３％ 女性５１．７％ 

２活動種目 

ソフトテニス・ソフトバレーボール・卓球・陸上・

バドミントン・硬式テニス・タグラグビー・ヨガ・ 

 ピラティス・スポーツ吹矢・ダンス・ちびっこチャ

レンジクラブ・シニアスポーツ等 

３活動場所 

二本松文化センター・城山第二体育館他 

４クラブ方針 

定期的なサークル・スクールの開催と合わせて、会

員以外を対象としたスポーツ教室を開催し、会員の

増加につなげていきたい。 

写真（クラブマネジャー） 

 
正マネジャー 



法人番号：1380005011342 

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:特定非営利活動法人はなわスポーツクラブ          

★ク ラ ブ 所 在 地： 福島県塙町                            

★クラブマネジャー（正）氏名： 金澤 幸一                            

★クラブマネジャー（副）氏名： 星 優子                              

★クラブホームページ： http://hanawa-fsc.jp                 

《クラブ紹介》 

 

 

 

 

 

         

《クラブマネジャー活動報告》 

 

 

 

 

 

 

 

・町体協の理事として各種事業へ参加協力。 
・スポーツ推進委員として、各地域からの依

頼事業を教育委員会と調整、運営している 
・クラブアドバイザーの訪問は２７年度２回 
 年会費等の適正金額の相談をした。 
・生涯スポーツ・体力づくり全国会議出席 
・県南ＳＣの理事として各種会合へ出席、県

南地区の交流会を実施した。 
・２９年度の財源確保の活動として、指定管

理業務の受託活動を積極的に行い、スポー

ツクラブの存続に取り組む。 
 

①会員数３１１名（男１４１名、女１７０名）     
 幼児１５名、小学生９６名、中・高２５名 
 ２０～５０代６１名、６０代以上１１４名 
②アスレチック、サッカー、野球、キッズ 
 バドミントン、カローリング、卓球 
 グラウンドゴルフ、インディアカ 
③塙町営体育館、塙町営運動場・野球場 
④小学校等へのパンフレットの配布、ＩＰ電

話・町広報誌等で事業紹介。小学生、６０

代以上の事業は前年並み。２０～５０代の

会員が減少、新規事業を検討中です。 

 
 マネジャー（正）  マネジャー（副） 
 
 

写真（クラブの活動風景） 

 
ふれあい教室 



法人番号：－ 

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： 檜枝岐スポーツクラブ                      

★ク ラ ブ 所 在 地： 福島県南会津郡檜枝岐村                   

★クラブマネジャー（正）氏名： 星 洋平                              

★クラブマネジャー（副）氏名： 星 貴博                              

★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） 

 

我々、檜枝岐スポーツクラブでは、子供からお

年寄りまで楽しんでいただけるプログラムを追

及・提供することをコンセプトに各教室の開催、

準備はもちろん、スポーツ少年団や行政と連携

をとり、練習、大会、交流会、並びに行政主体

の健康促進事業のお手伝いをさせて頂いたりと

村民とスポーツを通じて触合う時間を大切にし

ています。またこう言った機会を沢山作り、村

民に必要とされ愛されるクラブになるよう日々

努力して参ります。 

① 活動会員数、１０３名 
小・中学生３４名 １０代０名 ２０代 １５名 
３０代 １９名 ４０代 １０名 
５０代 １名  ６０代以上 ２４名 

② 水泳、バレー、卓球、グランドゴルフ、バド

ミントン、水中ウォーク、こどもクラブ、元

気アップタイム 
③ アルザ尾瀬の郷（室内プール）村民体育館、

ゲートボール場、グランドゴルフ場、小中学

校校庭、村民野球場、テニスコート。 
④ 我 々、檜枝岐スポーツクラブでは、各種目

の教室はもちろんのこと、各種目で定期的に

交流会を開催することによって、世代を越え

た交流が生まれ、村民同士の触れ合いと親睦

を深めています。 

写真（クラブマネジャー） 

 
星 貴博（副）   星 洋平（正） 



法人番号：2380005010954 

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ひのきスポーツクラブ        

★ク ラ ブ 所 在 地： 福島県南会津郡南会津町                   

★クラブマネジャー（正）氏名： 向 後 隼 平                          

★クラブマネジャー（副）氏名： 中 島 和 一                          

★クラブホームページ： http://hinokisportsclub.web.fc2.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） 
地区間・世代間交流事業 
檜沢Ｃｏｍスポ第２戦ゲートボール大会 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

日々の業務として、事業企画・運営、各種会

議開催、行政・地域・関係団体との連絡調整、

広報誌発行などを行っている。 
広域スポーツセンターとは共同で事業を実

施し、県内にある総合型クラブのネットワーク

づくりに取り組んでいる。 
今後の方針として、過疎や少子高齢化が進む

地域において、引き続きスポーツで地域を活性

化する活動を展開しつつ、新しい公共の担い手

クラブとして、地域問題の解決に向け、行政と

の連携・協働の機会を増やしたい。 

①クラブ会員数（平成２８年４月１日現在） 
１,５３４人（男７４１人、女７９３人） 

②主な活動種目 
 檜沢Ｃｏｍスポ（地区対抗スポーツ大会）、

トライ塾、７時間耐久鬼ごっこ、ひのき駅伝

大会、サンマクラブ（幼児運動遊び）、月ス

ポ、夜間剣道稽古、楊名時健康太極拳 他 
③活動場所 

桧沢小学校、檜沢中学校、桧沢公民館 他 
④活動内容 
「スポーツを通して地域の活性化」を合言葉

に各種事業を展開。また、町の委託で施設管

理や学童保育の運営も行っている。 

写真（クラブマネジャー） 
（正）向後隼平   （副）中島和一 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



法人番号：5380005011454 

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：特定非営利活動法人 いわき・あいスポねっと        

★ク ラ ブ 所 在 地：福島県いわき市中央台鹿島                   

★クラブマネジャー（正）氏名：高田 幸子                             

★クラブマネジャー（副）氏名：堀江 一輝                             

★クラブホームページ：http://iwaki-iclub.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） 

 

【クラブマネジャーの役割業務】 
地域のニーズを的確に捉えスポーツに参

加したい方が出来るだけ参加しやすい形を

作りその機会を提供することに心がけてい

ます。 
行政・地域・人、これを結ぶパイプとし

て積極的に行動しています。 
今後はニーズによって種目の入れ替えを

積極的に行い、多くの会員に楽しんで頂け

るクラブライフを提供することです。 

① 28 年 4 月 1 日現在の会員数 
        男   女 
小学生     27   14 
中学生以上   13 
② 主な活動 
・あいクラブ（小学生対象年間 12 種目体験 

活動 年間 30 回） 
・発達障がい児のための親子３B 体操 
・大人のフットサル 
③ いわき市総合体育館 他 
④ スポーツを通じてのネットワークが図れ

た。スポーツ参加者の機会を創れた。 

写真（クラブマネジャー） 

 

サブマネジャー 

堀江一輝 

マネジャー 

高田幸子 



法人番号：－ 

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： 緑ヶ丘スポーツクラブ                      

★ク ラ ブ 所 在 地： 福島県郡山市緑ヶ丘東                     

★クラブマネジャー（正）氏名： 赤崎 浩一郎                           

★クラブマネジャー（副）氏名： 高根 みどり                           

★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） 

 

① 自治体においてはシティマラソンや駅伝など、学

校においては中学生のクラブ活動の指導、町内会

地域の体育祭や公民館の行事の手伝い。 

② 総合型スポーツクラブ連絡協議会の副会長とし

て地域の総合型スポーツクラブの行事、会議に出

席し多くの人々にスポーツクラブ及びｔｏｔｏ

の宣伝、報告を行っている。 

③ 近くに介護施設が多数あるので体に障がいのあ

る人のスポーツも行ってみたいと考えています。 

④ スポーツを行う場所の確保に苦労しているので

いつもホームグランドの建設を考えています。 

1. 活動会員数 男 68 名 女 100 名  合計 168 名 

年齢構成 ①1~19 ②20~39 ③40~59 ④60~ 

51 名  4 名    79 名   24 名 

2 主な活動種目  

テニス（成人・小学生） 卓球  スーパーカロム等 

3 活動拠点 緑ヶ丘小学校.中学校.緑ヶ丘公民館等 

4 会員が増えている教室と減っていているクラブの

差がはっきりしてきた。その原因を突き止め、伸ばす

ところは伸ばし、無理な所はやめる決断をする時にき

ている。全体的にはスムーズに移行している。 

 
 

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：－ 

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： やまとスポーツクラブ                       

★ク ラ ブ 所 在 地： 福島県喜多方市山都町字広中新田             

★クラブマネジャー（正）氏名： 猪俣 睦美                            

★クラブマネジャー（副）氏名： 小澤 清一                            

★クラブホームページ： 開設予定中                        

《クラブ紹介》 

 

ツ 

 

 

 

 

 

《クラブマネジャー活動報告》 

 

写真（クラブの活動風景） 

 

○会の運営 
○小中学校との連携（体育授業や部活動補助） 
○広域スポーツセンター・県レク協との連携 
事業の開催（高齢者、障碍者向けの健康 
教室） 

○町内の老人クラブ等と連携しての 
 イベント開催（グラウンドゴルフ大会） 
○会員の皆さんが、楽しく活動できる場を 
 提供し続けていきたいと思います。 

○会員数 平成 28 年 4 月 1 日現在 
 65 歳以上 16 名   男 女 比 

 64～18 歳 28 名   31％ 69％ 

 18 歳以下 50 名    計 94 名 

○野球教室、剣道教室、バレーボール教室 

ｷｯｽﾞﾀﾞﾝｽ、Ｊｒﾄｰﾀﾙｽﾎﾟｰﾂ、ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ教室 

ﾗﾝﾆﾝｸﾞ、ﾊﾞｳﾝﾄﾞﾃﾆｽ、簡単ｼｪｲﾌﾟｱｯﾌﾟ体操 

ヨガ教室、太極拳教室、みんなの広場 

○山都体育館、山都開発ｾﾝﾀｰ、森林ｽﾎﾟｰﾂ公園 

 小中学校体育館 

○新年度各継続教室の会員数変動対応が課題 
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