
２０１５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　火 ①松戸市立常盤平第二小学校
毎週　火 ②大阪府狭山市立狭山東小学校
毎週　火 ③松戸市立常盤平第二小学校（チャレンジ教室）
毎週　水 ④松戸市常盤平体育館
毎週　水 ⑤松戸市立小金南中学校（チャレンジ教室）
毎週　木 ⑥松戸市常盤平体育館
毎週　木 ⑦柏市立富勢西小学校（チャレンジ教室）
毎週　木 ⑧柏市立富勢西小学校
毎週　金 ⑨水戸市サンアビリティーズ（チャレンジ教室）
毎週　土 ⑩柏市立富勢東小学校
毎週　土 ⑪柏市立酒井根小学校 ２～８人

毎週　土 ⑫柏市立旭小学校
毎週　土 ⑬船橋市立大穴小学校
毎週　土 ⑭印西市立木刈小学校
毎週　土 ⑮白井市立白井第三小学校
毎週　土 ⑯柏市大津ヶ丘第一小学校
毎週　土 ⑰茨城県水戸市サンアビリティーズ
毎週　土 ⑱茨城県水戸市立常磐小学校
毎週　土 ⑲熊本県熊本大学付属特別支援学校

毎週　月 ①松戸市市民活動サポートセンター
毎週　月 ②松戸市常盤平体育館
毎週　水 ③松戸市柿の木台体育館
毎週　木 ④柏市酒井根近隣センター ２～４人 ５７名

毎週　木 ⑤北柏余野ビル3階　
毎週　土 ⑥野田市コミュニティースペース蔵楽（くらら）

3 毎週　月 ①柏市立豊四季中学校
毎週　火 ②千葉県立柏の葉コミュニティ
毎週　火 ③柏市立柏中学校
毎週　火 ④取手市立永山中学校
毎週　水 ⑤松戸市和名ヶ谷スポーツセンター
毎週　水 ⑥松戸市立根木内中学校
毎週　木 ⑦柏市立田中中学校
毎週　木 ⑧我孫子市白山中学校
毎週　木 ⑨茨城県水戸市茨城大学付属中学校
毎週　金 ⑩我孫子市立久寺家中学校
毎週　土 ⑪取手市立稲小学校
毎週　土 ⑫柏市立柏の葉小学校
毎週　土 ⑬柏市立藤心小学校
毎週　水 ①松戸市立根木内中学校
毎週　土 ②柏市立藤心小学校
毎週　火 ①柏市立田中中学校
毎週　水 ②柏市立豊四季中学校
毎週　土 ③柏市立柏の葉小学校
毎週　月 ①柏市立逆井中学校
毎週　金 ②柏市立豊四季中学校

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 ５４名

1月4日スマイルリーグニューイヤーズカップ 柏市中央体育館

1月17日スマイルリーグ 柏市立柏の葉小学校

2月8日ＩＤバレーボール大会 市柏高校

2月28日スマイルリーグ9人制ウイメンズカップ 柏市中央体育館

3月21日スプリングカップ（小学生） 柏市沼南体育館

6月14日スマイルリーグ（小学生以上） 柏市立柏の葉小学校

7月12日スマイルリーグ（小学生） 柏市立柏の葉小学校

7月26日スマイルリーグ（中学校） 柏市立柏の葉小学校

8月15日スマイルリーグジュニアスマイルカップ 柏市中央体育館

8月16日スマイルリーグスマイルカップ 柏市中央体育館

11月29日スマイルリーグ（ソフトバレー） 千葉県立柏の葉コミュニティ
12月13日スマイルリーグスマイルトータルエイジカッ
プ

柏市立柏の葉小学校

4月26日ＦＣ東京９人制講習会 千葉県立柏の葉コミュニティ

5月17日上場雄也氏講習会 千葉県立柏の葉コミュニティ

3月14日布佐中学校練習試合 我孫子市立布佐中学校

4月5日男子練習試合 千葉県立柏中央高等学校

6月10日スマイルズ練習試合 松戸市立根木内中学校

9月13日交流試合 中央学院大学

バレーボール指導者講習会 8月2日バレーボール指導者講習会 柏市立西原中学校
バレーボールアシスタント養成講習
会

8月9日バレーボールアシスタント養成講習会 スマイルクラブ事務所

バレーボール審判養成養成講習会 7月12日バレーボール審判養成養成講習会 柏市立柏の葉小学校
3月22日バドミントンスマイルリーグ練習会・交流試
合

柏市立柏の葉小学校

9月21日バドミントンスマイルリーグ交流会 千葉県立柏の葉コミュニティ

12月20日バドミントンスマイルリーグ 千葉県立柏の葉コミュニティ

バドミントン講習会 1月11日バドミントン講習会 柏市立柏の葉小学校

9月13日バスケットボールスマイルリーグ

12月6日バスケットボールスマイルリーグ

4月19日バスケットボールクリニック
8月9日バスケットボールクリニック

バスケットボール練習会 8月30日バスケットボール練習試合 船橋市立御滝中学校
スマイルスポーツサミット 7月5日スマイルスポーツサミット レストランモダンタイムズ
部活サポート 6月7日バレーボール部活サポート 取手市立第二中学校

8月1、2日 水戸市立常盤小学校
8月3～5日 柏市立柏高等学校

まつど市民活動サポートセンター
松戸市常盤平体育館
松戸市柿の木台体育館
酒井根近隣センター
北柏余野ビル3階
野田市コミュニティースペース蔵楽（くらら）
柏市中央体育館会議室
千葉県福祉ふれあいプラザ
まつど市民活動サポートセンター

鉄棒上達教室 8月4～6日、24日～26日 柏市中央体育館剣道場・会議室

②受託事業
柏市立第五小学校

柏市立旭小学校

柏市立西原小学校

柏市立松葉第二小学校

柏市立増尾西小学校

柏市立名戸ヶ谷小学校

柏市立酒井根小学校

柏市立大津ヶ丘第一小学校

柏市立高柳小学校

柏市立藤心小学校　計10校

柏市立田中小学校

柏市立冨勢小学校

柏市立十余二小学校

柏市立花野井小学校

柏市立旭小学校

柏市立第一小学校

柏市立第四小学校

柏市立光ヶ丘小学校

柏市立高柳西小学校

柏市立酒井根東小学校　計10校

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
プール指導 ７月 取手市立小文間小学校
マット・跳び箱の指導 2月 柏市立松葉第一小学校
一寸ぼうし 隔週　日 増尾近隣センター、新田原近隣センター

３５２名

バレーボールチーム　スマイルズ

バトミントン

バスケットボール

２３１名
1

Ｎｏ． 事業名 左記明細 事業内容 実施日時

2
脳とカラダを鍛える教室
（中高年健康体操教室）

健康体操教室 運動指導

9月2日,3日,7日,12日　10月5日、7日、8日、10日　11
月2日、4日、12日、14日　12月7日、9日、10日、19日

スマイルウエルネスカレッジ（健康
講座）

スポーツ教室

バレーボール

運動指導

従事者人数

運動が苦手な子の教室
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

２～５人

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 2015年1～2月、6月～2016年2月

２～１０人

６人 多数

5 イベント

バレーボール大会

大会・イベント 多数

バレーボール講習会

バレーボール練習試合

バドミントン大会

バスケットボール大会 柏市立柏の葉小学校

バスケットボールクリニック 柏市立豊四季中学校

プール教室（運動が苦手な子の教
室）

スマイルライフ100（脳活性化イベ
ント）

多数

3 運動指導受託事業

幼稚園・保育園での体育指導

運動指導 ２～６人 多数

2
子どもスポーツ苦手解決支
援事業

鉄棒上達教室 運動指導 5月～7月（4校）　　　　　　9月～10月（6校） １５人



③助成金による事業

実施場所 参加者人数

エドワーズライフサイエンス基金
慢性期の心臓リハビリテーション患者
を支援する「スマイルウエルネスプログ
ラム」の開発

心臓リハビリテーションのプ
ログラムの開発

2013年4月～2016年3月
スーパーウェーブGAME＆BOWL（マルハン柏店内

１０人

①～③柏市中央体育館、柏市立柏の葉小学校、柏の葉コミュニティ体育館

④まつど市民活動サポートセンター　ほか

5 損保ジャパン 認定NPO法人取得資金助成 認定NPO法人取得 2014年4月～2015年3月 スマイルクラブ － －

「運動が苦手な子」チャレンジ！風
船バレー交流体験会2015

風船バレー交流体験会（発
達障がい児も参加）

9月20日 千葉県立柏の葉コミュニティ体育館 ２７人 ４４人

スマイルクラブチャレンジ！スポー
ツ交流体験会2015

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1日 千葉県立柏の葉コミュニティ体育館 ２７人 ９１人

スマイルクラブチャレンジ！スポー
ツ交流体験会山口キャラバン

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23日 山口大学 ２０人 ３８人

ドコモ市民団体活動助成
発達障がい者のチャレンジスポーツ
水戸自立モデル事業

水戸市でチャレンジスポー
ツ教室開催

2014年12月～2015年11月 茨城県水戸市サンアビリティーズ

茨城県立水戸盲学校
マルハン柏店
千葉県立柏の葉コミュニティ体育館
千葉県スポーツ科学センター
千葉県柏市立柏高等学校
各「運動が苦手な子の教室」
柏市旭町近隣センター
千葉県立柏中央高等学校
各「運動が苦手な子の教室」
柏市立柏の葉小学校

ボウリング大会 10月10日 スーパーウェーブGAME＆BOWL（マルハン柏店内 １８名 １０３名
フロアバレー大会 11月29日 千葉県立柏の葉コミュニティ体育館 １４名 ５３名
風船バレー大会水戸 1月11日 茨城県水戸市立常磐小学校 １６名 ２８名

11 太陽生命

発達障がい児も参加できる『運動が苦
手な子の教室』普及のためのAED設置

事業
AEDの整備 11月26日 スマイルクラブ事務所およびスマイルスポーツ塾 － －

12 厚労省

オリジナル健康通帳を活用したロコモ
ティブシンドロームフォローアップ教室
開催事業

スマイル健幸教室 11月6日～2月4日 柏市中央体育館、富士見町ふるさと会館、マルハン柏店、シダックス東深井店 多数 多数

13 Google Googleインパクトチャレンジ賞 モバイルジムキックオフイベント10月12日 スーパーウェーブGAME＆BOWL（マルハン柏店内 多数 多数

14 木下財団 スマイルスポーツ塾運動用具購入 スポーツ用具購入 12月27日 スマイルスポーツ塾 － －

15 エネルギア 講演会と「運動が苦手な子の教室」体験会講演会及び「運動が苦手な
子の教室」体験

2016年2月27日 山口県身体障害者福祉センター研修室・体育館 15名 50名

16 生命保険協会
体操と懐メロで元気シニアを応援する
移動健康サロン「あの日に帰り隊」モデ
ル事業

移動健康サロン 2015年7月～12月 まつど市民活動サポートセンター、常盤平体育館、柿の木台体育館
ケアセンターそよかぜ　他

3名 多数

3 多数

Ｎｏ． 助成金名 事業名 事業内容 従事者人数

4 toto スポーツ団体スポーツ活動助成

①バレーボールスマイル
リーグ
②バドミントンスマイル
リーグ
③バスケットボールスマイ
ルリーグ
④ヘルシーライフ100

2015年4月～2016年3月 １０人 多数

6 子どもゆめ基金

7 ２０人 ６０人

8 年賀はがき寄付金分配事業
心のバリアフリーを目指す、障がい
者スポーツプロモーション（普及）

事業
障がい者スポーツイベント 2014年4月～2015年3月

「運動が苦手な子の教室」
ボランティアの養成

2015年4月～2016年3月 多数 多数

10 スポーツ安全協会 スマイルクラブハートプログラム
（障がい者スポーツイベント）

多数 多数

9 日本財団

発達障がい児の運動指導に携わるス
ポーツボランティア養成事業

「運動が苦手な子の教室」
ボランティアの養成

2014年4月～2015年3月 多数 多数

発達障がい児の運動指導に携わるス
ポーツボランティア育成事業


