
２０１２年度特定非営利活動に係る事業報告書

特定非営利活動法人　スマイルクラブ

①スポーツ・健康教室及びイベント自主事業
受益対象者

実施場所 の範囲及び
人数

毎週　土 ①柏市立酒井根小学校
毎週　土 ②柏市立旭小学校
毎週　土 ③柏市立富勢東小学校
毎週　木 ④柏市立富勢西小学校
毎週　水・木 ⑤松戸市常盤平体育館
毎週　土 ⑥船橋市立大穴小学校
毎週　土 ⑦印西市立木刈小学校
毎週　土 ⑧白井市白井ふじ保育園
毎週　土 ⑨水戸市サンアビリティーズ
毎週　土 ⑩水戸市立常磐小学校
毎週　火 ⑪狭山市立狭山東小学校
毎週　火 ⑫横浜国立大学附属特別支援学校
毎週　金 ⑬横浜市関東学院六浦小学校
毎週　土 ⑭熊本大学付属特別支援学校
毎週　水 ⑮松戸市立小金南中学校（チャレンジ教室）

毎週　木 ①柏市酒井根近隣センター
毎週　月 ②松戸市市民活動サポートセンター
毎週　月 ③松戸市常盤平体育館
毎週　水 ④松戸市柿の木台体育館
毎週　木 ⑤我孫子市インキュベーションオフィス
毎週　土 ⑥野田市蔵楽（くらら）

毎週　月 ①柏市立豊四季中学校
毎週　木 ②柏市立田中中学校
隔週　金 ③柏市立柏高等学校
毎週　土 ④柏市立藤心小学校
毎週　金 ⑤我孫子市立久寺家中学校
毎週　木 ⑥我孫子市白山中学校
毎週　水 ⑦松戸市和名ヶ谷スポーツセンター
毎週　水 ⑧松戸市立根木内中学校
毎週　火 ⑨取手市立永山中学校
毎週　土 ⑩取手市立稲小学校
毎週　木 ⑪水戸市茨城大学付属中学校
毎週　水 ①柏市立豊四季中学校
毎週　火 ②柏市立田中中学校
毎週　金 ①柏市立豊四季中学校
毎週　月 ②柏市立逆井中学校

4 幼児体操教室 幼稚園児を対象とした運動教室 運動指導 毎週　火 ①柏市みどり幼稚園 ２～５人

8月25日 柏市中央体育館（ジュニア）

9月2日 柏市中央体育館（一般）

3月3日 取手市グリーンスポーツセンター

4月15日 松戸市立根木内中学校

4月15日 我孫子市立白山中学校

4月29日 千葉県立柏の葉コミュニティ体育館

7月8日 柏市立柏高等学校

11月4日 松戸市立河原塚中学校

8月5日 東京成徳大学体育館

9月23日 平成国際大学体育館

5/27、11/18 柏市立西原中学校（春・秋）

12月16日 流通経済大学竜ヶ崎キャンパス体育館

バドミントン講習会 12月16日 千葉県立柏の葉コミュニティ体育館

バスケットボールクリニック 3月25日 柏市立中原中学校

バスケットボール大会 12/8、9 柏市中央体育館・柏市立高柳西小学校

バレーボールサミット 7月8日 モダンタイムスミーティングルーム

スポーツサミット 6月24日 モダンタイムスミーティングルーム

7/28，29 水戸市立常盤小学校

8/1～3 柏市立柏高等学校

7月20日 柏市中央近隣センター
7月20日 千葉県福祉ふれあいプラザ
8月24日 まつど市民活動サポートセンター

鉄棒上達教室 8/8、9、10、28、29 柏市中央体育館会議室（夏・冬）

②受託事業
柏市立第一小学校

柏市立第四小学校

柏市立第五小学校

柏市立第七小学校

柏市立富勢小学校

柏市立豊小学校

柏市立西原小学校

柏市立藤心小学校

柏市立増尾西小学校

柏市立大津ヶ丘第二小学校　計10校

柏市立花野井小学校

柏市立田中北小学校

柏市立名戸ヶ谷小学校

柏市立中原小学校

柏市立第三小学校

柏市立第五小学校

柏市立第八小学校

柏市立逆井小学校

柏市立富勢西小学校

柏市立手賀西小学校

柏市立小学校　　計10校

マット教室 2/16，17，23，24 柏市立松葉第一小学校 ３～５人 ５８人

毎週　月 柏市松ヶ崎幼稚園

隔週　水 白井市白井ふじ保育園
職員の健康体操 毎週　火 柏市初石病院
区内作業所利用者の運動指導 ８回 横浜市南区
プール指導 7/30,31,8/1,2,3 取手市立小文間小学校

Ｎｏ． 事業名 左記明細 事業内容

運動指導

バトミントン

バスケットボール

1
小学校の体育授業サポート
事業

小学校特別支援学級へ体育専門ス
タッフ派遣

運動指導

子どもスポーツ苦手解決支
援事業

2

従事者人数

1

3 スポーツ教室 運動指導

2
スマフィット
（中高年健康体操教室）

健康体操教室 運動指導

２～８人

２～４人

運動が苦手な子の教室

実施日時

発達障がいのある子どもも参加でき
る運動教室

運動指導

バレーボール

バレーボール大会

バレーボール講習会

プール教室（運動が苦手な子の教
室）

スマフィットウエルネスプレカレッ
ジ（健康講座）

２２４名

５２名

２～５人 ２４３名

６６人

８人 多数

１４人 ２５０人

イベント5
大会
イベント

幼稚園・保育園での体育指導

運動指導 多数２～６人3

２～１０人 １８３９人

バレーボール練習会

鉄棒上達教室

2012年1～2月、6月～2013
年2月

5月～7月（7校）
10月～11月（3校）



③助成金による事業

実施場所 参加者人数

1 toto
総合型地域スポーツクラブマネー
ジャー設置事業

クラブマネージャーの設置 通年 スマイルクラブ ２人 －

2 キリン福祉財団 ボランティア養成 ボランティア研修 2011年４月～2012年3月 柏市立田中北小学校 １０人 １００人

2011年9月～2012年8月 柏市中央近隣センター

2012年9月～2013年8月 印西市立木刈小学校

4 社会福祉事業研究開発基金
知的障がい者のメタボ予防のための
運動プログラムマニュアル作成事業

運動プログラムマニュアル
作成

2011年6月～2012年3月 横浜市南区福祉保健活動拠点 １１人 －

柏市立富勢西小学校

柏市立旭小学校

松戸市常盤平体育館

6 子どもゆめ基金
スマイルクラブチャレンジ！スポー
ツ交流体験会

ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ・ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ・ﾊﾞｽ
ｹｯﾄﾎﾞｰﾙの交流体験会

11月25日 千葉県立柏の葉コミュニティ体育館 ２０人 ９６人

柏市中央近隣センター

柏市中央体育館会議室他

横浜国大附属特別支援学校

関東学院大学付属六浦小学校

10 千葉県地域ぐるみ ボランティア養成 ボランティア研修 2012年10月～2013年3月 「運動が苦手な子の教室」の各教室 １０人 ５０人

年賀はがき寄付金分配事業7 ウエルネスカレッジ

Ｎｏ． 助成金名 事業名

5
財団法人日本科学協会笹川
科学研究助成

指導マニュアル作成
モデル教室開催

知的障がい児の体力測定の
テストバッテリの作成

日独総合型地域スポーツクラブ交流
会議

国際交流基金9
ドイツのスポーツクラブと
視察交流

障害者のための大学生スポーツボラ
ンティア養成横浜モデル事業

ボランティア養成8 ８人 ５０人2012年4月～2013年3月

10月29日～11月5日

電通育英会

ドイツフランクフルト ５人 －

５人 ３０人

８人 １２人

従事者人数

１０人 １００人

2012年4月～2013年3月

2011年４月～2012年3月
知的障がい児の簡易的体力評価法の
検討

3 住友生命健康財団
コミュニティスポーツを通じた発達
障がい児のための先進的人間力向上
プログラム

健康づくり事業

事業内容


