
交付決定額

特定非営利活動法人Ocean's 1050005010906 4,596

特定非営利活動法人World Wide Dreams 1050005010914 3,676

特定非営利活動法人ＮＰＯ石岡総合スポーツクラブ 8050005003985 3,546

特定非営利活動法人アクティブつくば 7050005005264 4,596

阿見いきいきクラブ － 220

いきいきITAKOスポーツクラブ － 1,230

特定非営利活動法人小美玉スポーツクラブ 8050005010874 4,596

特定非営利活動法人クラブ・ドラゴンズ 3050005008031 3,308

酒門いきいきスポーツクラブ － 2,337

桜川スマイルクラブ － 840

スポーツクラブみらい － 4,596

特定非営利活動法人つくばフットボールクラブ 4050005005259 4,596

土浦スポーツ健康倶楽部 － 3,535

特定非営利活動法人総合型地域スポーツクラブ取手セントラルクラブ 9050005011442 1,205

特定非営利活動法人とりで西部ふれあいクラブ 3050005011654 960

特定非営利活動法人取手東部わいわいスポーツクラブ 4050005011447 2,937

滑川ファミリースポーツクラブ － 3,618

なめがたふれあいスポーツクラブ － 1,202

特定非営利活動法人塙山コミュニティクラブ 7050005010611 2,149

みなとwaiwaiクラブ － 1,056

ライフスポーツクラブしんとね － 600

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 Ocean’s

★ク ラ ブ 所 在 地： 茨城県つくば市

★クラブマネジャー（正）氏名： 井上 真理子

★クラブマネジャー（副）氏名： 平田 美沙紀

★クラブホームページ： http://oceans1212.wix.com/oceans

《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】

・クラブの会員管理、指導者との連絡調整、

施設の利用調整

クラブの活動計画、予算計画

【アシスタントマネジャー】

・経理処理、広報、ＨＰ作成、クラブマネ

ジャー（正）の補助

今後は地域と連携して、各教室の定期的な

イベント開催を目標としている。

①クラブ会員数 90 名 （男：女 6：4）
年中（4 歳）～60 代まで 

②キッズ体育教室 / フィットネス教室

新体操教室

③つくば市松代小学校 / 葛城小学校

真瀬小学校 / さくら学園保育園

④キッズ体育教室は参加人数が去年より増

加、新たに新体操教室を開設。今後は地域

と連携したイベントを定期的に実施する

ことが目標。

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）

井上 真理子 平田 美沙紀

法人番号：1050005010906



報告日：平成２８年７月２１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 World Wide Dreams  

★ク ラ ブ 所 在 地： 茨城県土浦市右籾

★クラブマネジャー（正）氏名： 渡辺 裕貴

★クラブマネジャー（副）氏名： 苦瓜 一斉

★クラブホームページ： http://ameblo.jp/wwd-jym/

《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（正）の業務内容

・会員管理、各教室の広報、各自治体及び学校との打ち

合わせ、教室指導

クラブマネジャー（副）の業務内容

・会計管理、書類作成、教室指導、その他クラブマネジャ

ー（正）の補助

前年度から引き続き、市の教育委員会や学校に許可を受

け、各小学校での広報活動や活動紹介を実施している。

今後は、助成金を活用しながら、更に会員を増やしていく

ことはもちろん、活動基盤をしっかり作り、新教室の開発

や人材育成にも力を注いでいきたい。

①平成 2８年４月１日現在のクラブの活動会員数

５６名 （男４０名 女１６名）

②主な活動種目

体操教室、マルチスポーツ教室、ボクシング教室

③活動拠点（場所）

土浦市立藤沢小学校、神立小学校、東小学校

④日々の活動内容及び定期的な活動の成果

今期より、各教室にアシスタント講師を配置できるよう

になったため、学年別やレベル別での質の高い教室を展開

できるようになった。参加者からは、満足度が上がったとの

評価をもらっているが、まだまだ広報が足りないのではな

いかとの意見も多く出ている。 

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）

渡辺 裕貴       苦瓜 一斉

法人番号：1050005010914



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 NPO 石岡総合スポーツクラブ 

★ク ラ ブ 所 在 地：茨城県石岡市

★クラブマネジャー（正）氏名：山本 経則

★クラブマネジャー（副）氏名：山本 由美子

★クラブホームページ：http://ishioka-gsc.undo.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）

＜正クラブマネジャー＞ 
①クラブ会員の管理・会員のニーズの把握
②役員・指導者（運営委員）との連絡調整
③利用施設の利用調整
④財務会計処理
⑤スポーツ活動の発案・管理
⑥その他クラブ運営に関する業務（広報・総務など）

＜サブクラブマネジャー＞ 
① クラブ会員の管理・会員のニーズの把握の補助
② 役員・指導者（運営委員）との連絡調整補助
③ 利用施設の利用調整補助
④ 財務会計処理補助
⑤ スポーツ活動の発案・管理
⑥ その他クラブ運営に関する業務補助
（広報・総務・ホームページ管理など）

① 平成 28 年 4 月 1 日現在のクラブの活動会員数

幼児～中学生 83 名/一般 41 名

② 主な活動種目

ラグビー・バドミントン・テコンドー・フラダンス・テニス・

フリンゴ・ランニング

③ 活動拠点（場所）

昭和シェルグランド、石岡小学校体育館、レンタルス

タジオ S 、柏原運動施設、石岡市総合運動公園、他

④ 活動の成果、評価・課題

市内のスポーツ団体の協力や公共施設管理者（指定

管理者）と連携し、各教室を継続的かつ安定的に開

催しています。今後は、会員数、参加者の増加とスポ

ーツ指導者の技術向上、指定管理業務等を含めた

新規事業開拓が課題です。

写真（クラブマネジャー/サブマネジャー） 

クラブマネジャー サブマネジャー

法人番号：8050005003985

報告日：平成２８年６月３０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ティブつくば 

★ク ラ ブ 所 在 地： 茨城県つくば市

★クラブマネジャー（正）氏名： 山本 学

★クラブマネジャー（副）氏名： 岩井 拓未

★クラブホームページ： http://www.activetsukuba.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）バドミントン

□クラブマネジャー（正）

クラブの会員管理、指導者との連絡調整、施

設の利用調整、 クラブの活動計画、予算計

画 

□クラブマネジャー（副）

経理処理、広報、クラブマネジャー（正）の補助

今後は総合型地域スポーツクラブとして地域

に向けたイベントを強化していきたい 

①クラブ会員数 180 名 （男女比 5：5）

4 歳～60 代まで

②マルチスポーツプログラム（キッズ）

なわとび教室 ヨガ教室

バドミントン教室

③手代木南小学校 葛城小学校

真瀬小学校  さくら学園保育園

④今年からバドミントン教室を開催。少しずつ

参加人数が増えてきている。イベントの強化

が課題

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：7050005005264

報告日：平成２８年７月２０日 



報告日：平成２８年７月２７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：  阿見いきいきクラブ 

★ク ラ ブ 所 在 地：  茨城県稲敷郡阿見町（町民体育館）

★クラブマネジャー（正）氏名：  田沼照宗

★クラブホームページ：  https://sites.google.com/site/amiikiikiculub/

《クラブ紹介》 

《クラブマネジャー活動報告》 

・教育委員会生涯学習課・公民館との連携を図

るため定期的に懇談し状況報告や情報の収

集に努めている。

・町健康づくり会議に出席し、健康づくり課と

の連会を図っている。

・活動会場の確保、安全点検、参加者の確認、

活動状況の把握と観察・活動補助。

・会長等との相談の上、運営委員会の内容と資

料づくり。

・クラブだより作成。町内施設等に配布

・クラブ HP の更新

① 会員２１０名（男３：女７）

② 活動種目（１２種目）

吹矢、卓球、バドミントン、パンポン、

ダーツ、ビーチボールバーレー＆ソフト

バレーボール、健康づくり教室、輪投げ、

健康体操、太極拳、ウォーキング、健康

マージャン

③ 活動拠点 阿見町民体育館

④ 同日に多種目を実施。どの種目にも参加

でき、２種目に参加している会員が多い。 
月（午前・午後・夜）・水・土が活動日

写真（クラブの活動風景）

写真（クラブマネジャー）

正マネジャー

法人番号：－



報告日：平成２８年７月２４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 ITAKO スポーツクラブ  

★ク ラ ブ 所 在 地：  茨城県潮来市島須

★クラブマネジャー（正）氏名：  篠塚 優子

★クラブマネジャー（副）氏名：  松野 敏明

★クラブホームページ：  http://itako.ed.jp/~ikiki-itako/

《クラブ紹介》 

《クラブマネジャー活動報告》 

写真（バランスボール教室活動風景）

業務

・年間スケジュール立案

・広報活動

・経理全般

・健康意識の向上・きっかけ作り・技能力

の向上などニーズにあったイベントやス

ポーツ教室を企画しています。

今後は活動に参加するたくさんの方の笑

顔を活力にクラブ運営をしていきます。

①活動会員数 総数 178 名 
(男 63 名・女 115 名) 

②主な活動種目 インディアカ・卓球

よさこいソーラン・バランスボール

スポーツ吹矢・高齢者水中クラブ・他

③活動拠点 潮来市元八代小学校体育館

公民館・小学校体育館・温水プール

  潮来二中体育館・クラブハウス

④活動の成果 会員・地域住民との積極

的なコミュニケーションの活性化に取り

組んでいます。

クラブマネジャー

正マネジャー  副マネジャー

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： 特定非営利活動法人小美玉スポーツクラブ 

★ク ラ ブ 所 在 地： 茨城県小美玉市小川

★クラブマネジャー（正）氏名： 松下 潤

★クラブマネジャー（副）氏名： 佐藤 史菜

★クラブホームページ： http://omitama-sports.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（正）と（副）で業務を分

けて活動しています。（正）は、基本的にクラ

ブに関わるステークホルダーとの打ち合わせ

（特に行政からの業務委託に関する打ち合わ

せ）や全体の経理・労務などを行っています。

（副）は総合型事業の会員管理、指導者管理、

書類作成、広報宣伝などが主な業務となって

います。今後の展開としては、行政との関わ

りは深まってきましたので、地元の児童館や

幼稚園、自治体、公民館などとも交流をはか

りながら、地域のニーズに応えていくほか、

定期的にイベントを開催し、さらなるニーズ

を探っていきます。

①クラブ会員数（307人）

幼稚園生（68 人）、小学生（209 人）、大人（30 人） 
男女構成比（男 169 人、女 138 人）

年齢層（４歳～６９歳）

②活動種目

プレ・すぽ～つ、野球、サッカー、ヨガ、バレエ、ホ

ッケー

③活動拠点

小川運動公園、玉里運動公園、農村環境改善センター

④活動内容・成果・評価・課題

小学生を対象とした教室をメインに活動し、地域から

たくさんの子どもに参加していただいています。ﾌﾟﾚ・

すぽ～つを発展させたｱﾄﾞ・すぽ～つ教室も展開してい

きます。大人向けの教室展開が課題です。

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） 

法人番号：8050005010874

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クラブ・ドラゴンズ 

★ク ラ ブ 所 在 地： 茨城県龍ケ崎市 流通経済大学内

★クラブマネジャー（正）氏名： 三渕 和也

★クラブマネジャー（副）氏名： 菅原 敬弥

★クラブホームページ： http://www2.rku.ac.jp/dradra/index.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）

現在、市主催のイベントに参加し、社会福祉協

議会や商工会などとの連携も深めてきた。最近で

は、日々の教室の成果が認められ、市の小学校や

中学校などへ体育のサポートをしに行く機会も増

えてきた。

今後、龍ケ崎市やその近辺においてクラブ・ド

ラゴンズは必要なクラブになれるよう取り組んで

いきたい。

1.平成 28 年 4 月 1 日の会員数 498 名

内 18 歳以下 77%  18 歳以上 23%
2.主な種目

陸上 新体操 水泳 ウォーキング

バドミントン フィットネス

3.流通経済大学および龍ケ崎市スポーツ施設

4.現在、18 歳以下の会員が大幅に増加してきた。

しかし、18 歳以上の会員が伸び悩んでおり、

開催日や時間帯に問題があるようだ。今後に

ついては、2020 年パラリンピックに向け、障

害者への教室も検討している。

写真（クラブマネジャー）

（副）菅原 敬弥   （正）三渕 和也

法人番号：3050005008031

報告日：平成２８年７月２０日 



  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： 酒門いきいきスポーツクラブ 

★ク ラ ブ 所 在 地： 茨城県水戸市酒門町

★クラブマネジャー（正）氏名： 友部 静江

★クラブマネジャー（副）氏名： 髙橋 五志生

★クラブホームページ： http://sakado-ikiiki-sport.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） 

《 健康ﾞ教室［熱中症予防・応急手当講習］》 
受講の様子 H28.7.2(土) 

クラブマネジャー業務として事業の円滑な開催運営はもち

ろんですが、地域との連携を図ることは同時に重要です。当ク

ラブの顧問は、学区小学校長、幼稚園長、市民センター長、地

区会長、市議にお願いし、クラブマネジャーが窓口となり、指

導助言を頂いて事業内容に反映させています。さらに小学校・

幼稚園評議員や町内会役員に両マネジャーが係わり、諸機関と

のパイプ役となり青少年育成にも尽力しています。副ﾞﾏﾈは水

戸市スポーツ推進委員及びスポーツ推進審議会委員。正ﾏﾈは

水戸市体育協会常任理事、茨城県スポーツ推進審議会委員、茨

城県スポーツ少年団普及広報委員長。このつながりをフル活用

して情報収集に努め、指導助言をいただきながらクラブ発展に

生かして行きたいと思います。 

今後は会員フリーデイをもう１日増やし、ニュースポーツ等

を気軽に楽しむ時間を設け、和室をクラブハウス的に交流場所

として活用して行きたいと考えています。 

①活動会員数(平成 28 年 4 月 1 日現在)：184 名（男 62、女 122） 

0～19 歳 28、20～39 歳 12、40～59 歳 22、60 歳以上 122 名

②主な活動種目：ｴｱﾛﾋﾞｸｽ、貯筋運動、ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺﾞﾙﾌ、ｺﾞﾙﾌ

初･中級、卓球、運動あそび、ｽﾎﾟｰﾂ吹矢、ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ、土曜

ﾌｧﾐﾘｰｽﾎﾟｰﾂﾃﾞｲ等 8 種目 10 教室 1 事業

③活動拠点：【酒門ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ:水戸市酒門町 1414】、【酒門

市民ｾﾝﾀｰ】、【元石川市民運動場自由広場】

④成果・評価：定期教室参加者が会員ﾌﾘｰの土曜ﾌｧﾐﾘｰﾃﾞｲに

も足を運ぶようになって来ました。ｱﾘｰﾅには爽やかな笑顔

と歓声が響き、年齢を超えた交流の場となっています。「ｽ

ﾎﾟｰﾂで元気な暮らしを応援する」がｸﾗﾌﾞ目標の一つ。どな

たでも気軽に参加しやすい交流の場として、さらに定着させ

て行きたいと思います。

写真（クラブマネジャー）

左：(正)友部 静江 右：(副)髙橋五志生

法人番号：－

http://sakado-ikiiki-sport.jp/


報告日：平成２８年７月２７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： 桜川スマイルクラブ  

★ク ラ ブ 所 在 地： 茨城県 桜川市

★クラブマネジャー（正）氏名： 廣瀬 けい子

★クラブマネジャー（副）氏名： 市川 規子

★クラブホームページ： http://www.s.digital.jp/sns/index

《クラブ紹介》 

１２

 

《クラブマネジャー活動報告》 

写真（クラブの活動風景）

スクエアステップ教室

業務内容 会員募集受付 会員管理 経理事務 施設調整利用

申請 プログラム構成 講師との連絡調整 広報活動 市民へ

の周知 その他事務全般

「いつでも・だれでも・楽しく」をモットーに活動

平成 31年茨城国体を目標に県ライフル射撃協会と連携しビーム

ライフル教室、小中学生の体験教室を開講、選手の輩出を図る

また市民祭参加などその他スポーツ活動の重要性、楽しさを伝

える。 市制合併 10 周年を迎え将来の「寝たきり老人０」を目

指し、市民全体に正しいラジオ体操を普及させたい。

会員数 224 名 男 60 名 女 164 名

10 歳以下 18 名 10 代 16 名 20 代 5 名 30 代 8 名 40 代 7 名 50 代 

33 名 60 代 90 名 70 代 39 名 80 代 8 名 最年少 4 歳 最年長 90 歳 

活動拠点 市施設 体育館・公民館・トレーニングＣ

活動項目 硬式テニス・ジュニア硬式テニス・太極拳・スポーツ吹矢・バドミ

ントン・ソフトテニス・スマイルフィットネス・アイアンガーヨガ・健康体

操とリンパマッサージ・ビームライフル・バランスボールと健康体操・スク

エアステップ ハイキング等年 4 回

12 の定期教室の他、31 年国体ライフル射撃の会場地になっていることから市

民祭などで体験教室を開きその魅力を伝え、選手発掘、育成に力をそそいでい

る。本年水泳教室がなくなったことで小学生の会員が減ったが、会報紙などの

宣伝効果もあり、スクエアステップをはじめ、中高年者でも楽しくできるバラ

ンスボール等の健康体操、スポーツ吹矢に参加者が多い。硬式テニス、バドミ

ントンなどの競技スポーツに 20 代、30 代の会員を増やしたい。

写真（クラブマネジャー）

廣瀬 けい子（正） 市川 規子（副）

法人番号：－



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： スポーツクラブみらい 

★ク ラ ブ 所 在 地： 茨城県つくばみらい市小張 総合運動公園 青少年研修道場内

★クラブマネジャー（正）氏名： 吉田 多一郎

★クラブマネジャー（副）氏名： 文倉 利己

★クラブホームページ： http://www.spcmirai.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）

・自治体、学校、町内会等との連携について
自治体や学校からクラブの活動実績に対して
評価を頂いており市の記念事業でのスポーツ大
会開催依頼、学校へのスポーツ出前教室等の依頼
件数が増えた。

・体育協会の役員、会員がクラブスタッフとして活
動しているので市内のスポーツ活動の実態等に
ついて良い情報交換ができている。

・魅力あるスポーツ教室（お金を払っても参加する
価値が有る！）の運営で会員増強に力を入れてい
きたい。また、今後ＮＰO 法人格の取得を視野に
入れ、中・長期的には指定管理者としての存在も
検討中。またクラブスタッフの後継者づくりも最
重要なことと考えている。

・クラブ認知度向上に向けクラブパンフの全戸配布
を定期的（春/秋）に実施していく。また、超高
齢化社会に対応して、健康維持・増進に寄与でき
ることで、社会保障費の削減と豊かなコミュニテ
ィ文化が築けるようなクラブを求めていきたい。 

・会員数：430 名（男性 169 名、女性：261 名） 

・活動種目：けんこう吹き矢、ウォーキング、

スクエアステップ教室、走り方教室、テニス、

武術太極拳教室、ターゲットバードゴルフ、 

ヨガ、バドミントン等（１5 種目）

・活動拠点：市総合運動公園、市内小中学校等

・活動の成果：１５教室の定期開催と会員・非会

員対象としたイベントを開催した事で、子ども

からシニア世代まで気軽に楽しくスポーツ活

動参加や地域交流のできる環境を提供できた。

また、筑波大学の協力で地域のシニア世代へ

運動することへの興味を持って頂いた。

・活動課題：助成終了後の安定収益確保について。 

写真（クラブマネジャー）

クラブマネジャー（副） 

文倉 利己 

クラブマネジャー（正） 

吉田 多一郎 

現在、シニア世代へ大人気の歩く認知症予防 

エクササイズ「スクエアステップ」教室風景

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：特定非営利活動法人つくばフットボールクラブ  

★ク ラ ブ 所 在 地：茨城県つくば市

★クラブマネジャー（正）氏名：石川 慎之助

★クラブマネジャー（副）氏名：副島 秀治

★クラブホームページ：http://www.tsukuba-fc.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）

＜活動内容＞ 

各事業スケジュール管理、各クラス運営に関する業務、

ホームページ更新、理事会および総会・運営委員会の開

催準備、各事業用資料作成、広域スポーツセンターとの

連携、都道府県体育協会との連携、用具準備、イベント

企画・実行、取引先との打ち合わせ、クラブハウスの運

営、経理、その他事務作業 

＜今後の展望＞ 

種目数の増加、高齢者向け教室、幼児向け教室の充実

を図り、多くの方々が参加できるクラブを目指します。 

① ９２３名（男７２１名、女２０２名）

幼児１３０名、小学生４７８名、中学生１０３名、

高校生２２名、大人１９０名

② サッカー、ヨガ、野球、プレスポーツ教室、グラウンドゴルフ

（新規でハンドボールを活動開始）

③ つくば FC 万博グラウンド、スポーツシューレつくば、T-フィールドを

拠点に活動（その他に、茨城県つくば市内のスポーツ施設を利用）

④ 小学生女子サッカークラス、社会人女子サッカークラス、ユースサッ

カークラス、小学生野球クラス、キッズヨガクラス、社会人ヨガクラ

ス、プレスポーツ教室、グラウンドゴルフクラスなどを実施していま

す。また、新たに、小学生のハンドボールクラスの活動を開始しまし

た。今後も、幅広い年代で、様々なニーズに合わせたクラスの増設

を図っていきます。

写真（クラブマネジャー）

ｸﾗﾌﾞﾏﾈｼﾞｬｰ（正） ｸﾗﾌﾞﾏﾈｼﾞｬｰ（副）

石川慎之助 副島秀治

法人番号：4050005005259

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： 土浦スポーツ健康倶楽部  

★ク ラ ブ 所 在 地： 茨城県土浦市

★クラブマネジャー（正）氏名： 古徳 洋一

★クラブマネジャー（副）氏名： 竹中 紀博

★クラブホームページ： http://tsuchiuraclub.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）

ノルディックウォーキング教室

●地域商店街との連携により歩いた分だけ商店

街で買い物ができる「歩数のマイレージ」を

開催している。

●茨城県総合型地域スポーツクラブ協議会幹事

として茨城県体育協会と連携し、また、他ク

ラブとの交流を図るとともに情報を収集して

いる。

●各スポーツ教室の準備や出欠確認に加えて指

導も積極的に行っている。また、SNS 等を活

用して日々、クラブの広報に努めている。

●参加者自身がさらに運営に携わり、地域で自

立した愛されるクラブを目指している。

●会員数 ３１３人

２０歳未満 ４６人

２０歳から６４歳 １３１人

６５歳上 １３６人 男女比４８：５２

●バドミントン、グラウンドゴルフ、ヨガ

ノルディックウォーキング、サッカー

卓球、ヨット・カヌーなど１５種目

●土浦小学校、土浦第一中学校、土浦一中地区

公民館など市内の公共施設

●スポーツをちょっとやってみたい層のニーズ

に応え、地域の人が多く参加するようになっ

たが、その分活動会場が手狭になった。

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：－



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総合型地域スポーツクラブ取手セントラルクラブ

★ク ラ ブ 所 在 地： 茨城県取手市新取手

★クラブマネジャー（正）氏名： 杉浦 充

★クラブマネジャー（副）氏名： 井上 光子

★クラブホームページ： hppt://www．Geocities.jp/tcscwebsite/

《クラブ紹介》 

《クラブマネジャー活動報告》 

 

写真：３クラブ交流大会

ジャンケン大会状況（子ども達も参加）

※自治体・学校・町内会等の連携

・市行政：介護保険制度変更に伴い、高齢者の虚弱者、

要支援１．２に対する介護事業の提案。

・学校：小学校の子どもクラブスポーツ指導、中学校

の部活（軟式テニス）の指導者派遣。

・町内会：運動会等要請により参加。

※広域スポーツセンター、県体協との連携。

・年４回ほど主催される会議、講習会等を通じて連携

を図っている。

※普段クラブマネジャーとして取り組んでいること

・市、学校からの要請に対する対応。

・財源確保のための新会費・事業等の提案。

・クラブハウスの確保。

※今後取り組みたいこと

・若年層の会員増員 ・魅力的な活動プログラム

・地域との関係をより深め、ニーズを掘り起し、クラ

ブを発展させて行く。

写真：クラブマネジャー

正マネジャー    副マネジャー

①平成 28 年 4 月 1 日現在の会員数

男性：211 名、女性：299 名 計 510 名

10～29 代：４名、30～59 代：21 名、60 代～485 名

②主な活動種目

硬式テニス、パドルテニス、バドミントン、ラージボ

ール卓球、太極拳、グラウンドゴルフ、ストレッチ＆

ロコモ体操、社交ダンス、他 3 種目 計 11 種目

③活動拠点

公民館、市立体育館及び運動場、小学校体育館及び校

庭、その他。

④日々の活動内容はみんながいつでも気軽に活動でき

るクラブを目的としており、成果としては徐々に会員

も増え、認知度も上昇してきている。

課題はクラブハウスの確保、財源確保である。

法人番号：9050005011442

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とりで西部ふれあいクラブ  

★ク ラ ブ 所 在 地：  茨城県取手市野々井

★クラブマネジャー（正）氏名：  中根美代子

★クラブマネジャー（副）氏名：  松岡 孝

★クラブホームページ：  http://twfc.jimdo.com/

《クラブ紹介》 

《クラブマネジャー活動報告》 

写真（ウォーキング 5/3）

■クラブマネジャー（正）

1.マスタープラン、事業計画等の策定

2.運営委員会・理事会の準備、運営

3.スポーツ教室、スポーツ交流会等の企画、準備、運営

4. 地域住民に対する広報活動

5. 他の組織との連絡調整

6. 先進総合型クラブの状況視察、調査

■クラブマネジャー（副）

1.経理処理

2.クラブマネージャ（正）の補助

■会員数（4.1 現在）計 200 人（内 女性 145 人）

～19 才 32 人、～59 才 27 人、60 才以上 141 人

■種目：ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ、パドルテニス、太極拳、バドミントン、ラ

ージボール卓球、カローリング、ヨガ他 3 種目

■活動拠点：小学校 3 校、公民館 2 箇所他

■活動内容：定例教室、スポーツ大会、地域団体連係による

スポーツ普及活動等

■成果：近 1～2 年、出前教室や子供のニーズに沿った新規

教室を開講でき、活動の充実が図れつつある。

■課題：クラブの自立化、会場･指導員確保他。

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：3050005011654

報告日：平成２８年７月１３日 

http://twfc.jimdo.com/


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取手東部わいわいスポーツクラブ    

★ク ラ ブ 所 在 地： 茨城県 取手市 吉田

★クラブマネジャー（正）氏名： 横田 信次郎

★クラブマネジャー（副）氏名： 宗形 吉章

★クラブホームページ： http://members3.jcom.home.ne.jp/torideyyclub/

《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－ル卓球教室 会員数 75 名

クラブマネジャー業務内容

1、 事業計画に基づき、予算の執行と内容

の確認・使用施設の行政との調整。

2、 県体協・広域セとの連携（月 1 回）

地域夏祭りへ出店等で積極的に参加

3、マネジャーの取組

１）ＮＰＯ法人化による事業の拡大

２）各教室自立へ向けた運営予算の検討

３）活動拠点の確保（統合後の廃校）

４）地域へのクラブの広報と会員の確保

① 会員数 男 122 名 女 126 名

年齢構成 60 歳以上 228 名、20 歳以上

13 名、20 歳以下 7 名

② 種目は、ソフトボ－ル、グラウンドゴルフ、

武術太極拳、ラ－ジボ－ル卓球、

バドミントン、バウンドテニス

③ 活動拠点 取手市東部地区

小学校２校、廃校利用 2 校、緑地公園

④ 延参加者は、15,270 名で前年比 17％ＵＰ。 
年々成長している。自立への課題が大。

写真（クラブマネジャー）

横田 信次郎（ 正 ） 宗形 吉章 （ 副 ）

法人番号：4050005011447

報告日：平成２８年７月２０日 



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：  滑川ファミリースポーツクラブ 

★ク ラ ブ 所 在 地：  茨城県日立市滑川本町 1-21-1（滑川交流センター内）

★クラブマネジャー（正）氏名：  土田 宏

★クラブマネジャー（副）氏名：  坂本 めぐみ

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

これまでの経験を生かし、スポーツを通じた明るいま

ちづくりの核となり、さらに、他の団体と一体となっ

たコミュニティクラブ化実現のため活動中である。

具体策としては、

①市施設指定管理委託受け(平成 27 年 4 月～)

②生涯スポーツ広場グラウンドデザインの策定

③アフタースポーツの場「クラブハウス」の建設

④クラブ運営後継者（クラブ役員・指導者）の発掘・

育成

①430 人

(3～6 才 31 名、7～12 才 154 名、13～29 才 53 名、

～39 才 24 名、～49 才 60 名、～59 才 40 名、～69

才 39 名、70 才以上 26 名)

②親子体操(3～6 才)･複合キッズクラブ・(7～10 才)･

健康体操(大人)･テニス(幼児～大人)

③滑川交流ｾﾝﾀｰ内(事務所)･滑川市民体育館･滑川小体

育館･日高ﾃﾆｽｺｰﾄ他

④運動神経の発達、成長に大変重要な時期に対応した

幼児期における走る・跳ぶ・投げるプログラムの導

入や小学校低学年向けの新種目の導入、従来から実

施している種目の内容見直しを図り、子ども達の運

動のきっかけづくりに努めている。

写真（クラブマネジャー）

複合キッズクラブ

坂本マネジャー（副） 土田チーフマネジャー（正） 

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： なめがたふれあいスポーツクラブ 

★ク ラ ブ 所 在 地： 茨城県行方市玉造甲

★クラブマネジャー（正）氏名： 小林 浩美

★クラブマネジャー（副）氏名： 塙 成美

★クラブホームページ： 無し

《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）

・マネージャーの業務内容は会員募集、クラブの運営、企画、事

務処理、会員管理・運営委員会等を行っている。

・市やスポーツ推進委員と連携を図りより多くの市民にクラブの

存在をわかってもらえるよう市の事業、子供会育成会事業などに

参加している。

・今年度も引き続き月 1 回、定期教室に障害者就労事業所と提携

して受け入れております。色々な人にスポーツの楽しさを実感

してもらう活動にも力を入れている。

・運営委員も新体制となり、各理事から色々な意見を取り入れて

新規事業実施に向けて動いています。

① 動会員数 １３２名(大人８２名・子供【中学生以下】２２名)

② いきいきヘルス体操・太極拳・卓球・スポーツ吹矢・バドミン

トン・ラケットテニス・シャッフルボード・ジュニアヒップホ

ップ教室・バランスボール教室・ピラティス教室・ウォーキン

グ教室

③ 玉造運動場 B&G 海洋センターアリーナ

④ 主となる活動日は毎週土曜日の午前中に多種目スポーツ活動

を行っています。H27 年度から行方市全域の会員獲得のために３

ヶ所でバランスボール・ピラティス体験教室を開催し好評だった

ため、今年度から定期教室化しました。3 年目となったヒップホ

ップ教室も初心者クラスを増設して会員数増に繋がっています。

行方市広範囲の方に当クラブを知っていただくために、活動報告

の広報誌を作成、各教室で配布することで認知度を高めて行方市

の方々に喜んでいただけるクラブ作りを目指します。

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)

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： 特定非営利活動法人塙山コミュニティクラブ  

★ク ラ ブ 所 在 地： 茨城県日立市金沢町

★クラブマネジャー（正）氏名： 伊藤智毅

★クラブマネジャー（副）氏名： 西村和文

★クラブホームページ： http://www.net1.jway.ne.jp/hana₋souspo

《クラブ紹介》 

《クラブマネジャー活動報告》 

写真（さわやか体操教室）

① 行政、幼稚園、保育園、小中学校、諸団体､各地区

（町内会、自治会）との調整と連携、協力（代表

者を理事会の構成メンバーに入れる）

② 県体協やスポーツ振興課とは研修会への参加を通

して連携を図っている。

③ この地域の人達がクラブ活動に参加することで、

健康で楽しめる運営をめざしています。

④ 女性だけでなく、男性が集まりやすいような新し

い企画を立てていきたい。

① 平成 28年度 4月 1 日現在のクラブ活動会員数
373名（男 179名、女 194名）
小学生 127名、20代 2 名、30代 21名、
40代 24名、50 代 11名、60 代 50名、
70代 99名、80 代 31名、90 代 8 名

② 主な活動種目:フラダンス､フラ＆タヒチアン
ダンス、ヨガ、エアロビクス、軽体操、レクリ
エーション、スキー、グラウンドゴルフ、卓球、
ゴルフ、ソフトボール、サッカー、野球、ラジ
オ体操、バスハイク、文化カルチャー他

③ 活動拠点:塙山交流センター、塙山小学校他
④ 活動内容定期的な活動の成果、評価、課題など

体験教室により、少年団参加人数が増え、小学
生の会員数増加になった。参加人数が少ない教
室においては、教室内容や PR 方法を考え直す
ことが課題である。加えて、男性に向けての新
しい企画を考え、仲間づくりをしていくことも
課題である。

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：7050005010611

報告日：平成２８年７月１５日 



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： みなと waiwai クラブ 

★ク ラ ブ 所 在 地： 茨城県ひたちなか市鍛冶屋 那珂湊体育館内

★クラブマネジャー（正）氏名： 吉 村 孝 子

★クラブマネジャー（副）氏名： 大 内 豊 晴

★クラブホームページ： ｈｔｔｐ：//3710ｗａｉｗａｉ.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（正）

・行政、地域コミュニティー団体、近隣の総合型クラブとの連携

（各主催事業の協力）

・事業活動の評価（参加状況の把握、財務内容の把握）

・助成金関係書類作成 ・広域センター、県体協との渉外

＊クラブマネジャー（副）

・クラブマネジャー（正）の補佐 ・事業企画（起案）、準備

打合せ、運営、報告 ・運営委員会の開催 ・高校生会との連

携 ・会員及び理事会でのコミュニケーション活動

＊中長期的なクラブビジョン策定

・クラブ運営の安定化（財源の確保） ・人材確保

【会員数】

賛助会員 17 名 

シニア会員 142 名（60 歳以上）（男 56 名・女 86 名）

一般会員 35 名（16 歳～59 歳）（男 11 名・女 24 名）

子供会員 55 名（5 歳～15 歳）（男 53 名・女 2 名）

家族会員 47 名（同居世帯）（13 世帯）合計 279 名

【主な活動種目】

・ヘルスバレーボール教室 ・バドミントン教室

・パンポン教室 ・ノルディックウォーキング教室

・グラウンドゴルフ教室 ・健康体操教室 ・Jr サッカー教室

・わんぱく相撲教室 ・ボール De あそぼ

【主な活動拠点】ひたちなか市

・那珂湊第二小学校体育館 ・那珂湊コミュニティーセンター

・相金第二グラウンド ・那珂湊体育館 ・平磯小学校体育館

【活動内容】

子どもから高齢者まで地域のみんなが自分にあったスポーツ活

動を楽しむ！と言う変わらぬ理念を大切にしています。

写真（クラブマネジャー）

ボール De あそぼ！ 

健康体操教室

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： ライフスポーツクラブしんとね 

★ク ラ ブ 所 在 地： 茨城県稲敷市伊佐津

★クラブマネジャー（正）氏名： 大黒 祥子

★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》 

写真（クラブの活動風景）

・マネジャーとしてクラブの運営・企画・事

務処理・会計・会員管理を行っている。

また茨城県総合型地域スポーツクラブ協議

会副会長として県の総合型の活動に協力

・高齢者の体操を指導。

・指導者としても活動。

・スポーツ活動場所の提供。

・幅広い世代の方にクラブを利用してもらえ

るようなプログラム作りを行っている。

・主婦・高齢者のプログラムの開設を考えて

行きたいと思う。

①幼・小学生 81 名・

中高大学生 26 名・大人 64 名

合計 171 名（男 60 女 111） 
②バドミントン・バスケット・ウォーキング・ 

ABC 子ども教室・ABC 子どもチャレンジ

教室・ライフキッズ教室・硬式テニス教室

③稲敷市総合運動公園 体育館

④幼児から大人までの幅広い年齢層で活動してい

ます。専門クラブは少しずつ会員を増やし順調

に活動を行っている。今後、大人と高齢者の方

の参加を増やして行きたいと思っている。

写真（クラブマネジャー）

法人番号：－
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