
　　　　≪　スポーツ・健康教室自主事業　≫

① 事業名

内容

開催曜日 開催会場 従事者数 参加者数

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

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

② 事業名

内容

開催曜日 開催会場 従事者数 参加者数

毎週　月 ①松戸市市民活動サポートセンター

毎週　水 ②北柏町ふるさと会館（4月～）

毎週　日 ③東京都世田谷区ひだまり会館（4月～）

毎週　金 ④富士見町ふるさと会館（4月～）

毎週　火 ⑤シダックス東深井店（3月まで）

毎週　月 ⑥松戸市常盤平体育館（3月まで）

毎週　水 ⑦松戸市柿の木台体育館（3月まで）

毎週　木 ⑧柏市酒井根近隣センター（3月まで）

毎週　木 ⑨北柏余野ビル3階（3月まで）

毎週　土 ⑩野田市コミュニティースペース蔵楽（くらら）（3月まで）

　　　２０１６年度特定非営利活動に係る事業報告書　　

　NPO法人スマイルクラブ

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

健幸教室

中高齢者向け健康体操教室

216名2～8名

2名 92名



③ 事業名

内容

開催曜日 開催会場 従事者数 参加者数

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

内容

開催曜日 開催会場 従事者数 参加者数

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

内容

開催曜日 開催会場 従事者数 参加者数

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 事業名

内容

開催曜日 開催会場 従事者数 参加者数

毎週　火 柏市みどり幼稚園 　4名 60名

　　　　≪　受託事業　≫

⑤ 事業名

内容

　 実施校名 従事者数 参加者数

1 柏市立第三小学校　

2 柏市立旭小学校

3 柏市立田中小学校

4 柏市立光が丘小学校

5 柏市立旭東小学校

6 柏市立風早南部小学校

7 柏市立酒井根東小学校

スポーツ教室

222名

1名 多数

バレーボール指導

2～4名 50名

60名

バドミントン指導

幼児体操教室

バスケットボール指導

2～4名

2～4名

幼稚園児及び小学生運動教室

柏市内小学校体育授業サポート事業

柏市内10校で体育の授業をサポートする（柏市教育委員会）



8 柏市立大津ヶ丘第二小学校

9 柏市立高柳小学校

10 柏市立土小学校

事業名

内容

開催曜日 実施校名 従事者数 参加者数

毎週　月 柏市松ヶ崎幼稚園

隔週　水 白井市白井ふじ保育園

事業名

内容

開催曜日 実施施設 従事者数 参加者数

毎週　火 柏市初石病院 2名 多数

事業名

内容

開催日 実施施設 従事者数 参加者数

1月27日 川口市戸塚スポーツセンター

2月24日 川口市戸塚スポーツセンター

事業名

内容

開催日 実施施設 従事者数 参加者数

7月27日 柏市立富勢東小学校

7月28日 柏市立富勢東小学校

事業名

内容

開催日 実施施設 従事者数 参加者数

12月8日 柏市立松葉第一小学校

12月9日 柏市立松葉第一小学校

⑥ 事業名

内容

開催日 開催会場 従事者数 参加者数

毎日 スマイルスポーツ塾柏 70名

5月より スマイルスポーツ塾松戸 60名

⑦ 事業名

内容

開催日 開催会場
助成事業の場合

は助成先
参加者数

1月10日 バレーボールニューイヤーカップ（柏の葉小学校） toto 90名

1月11日 風船バレーボール大会（水戸市常磐小学校） ｽﾎﾟｰﾂ安全協会 40名

2月7日 ID（知的障がい者）バレーボール大会（市立柏高校・県立柏中央高校）toto 160名

1名 多数

幼児体操授業指導

　保育の中の体育時間を担当し指導する

8名 34名

水泳指導

夏休みのプール教室指導

2名 多数

健康体操指導

職員向けの腰痛予防などの体操を指導

運動指導

　川口市特別支援学校の生徒を対象にした運動指導

スポーツの振興に関わる事業

2名 多数

児童発達支援及び放課後等デイサービス事業

個別での運動指導

4名

　イベント事業

運動指導

小学校1年生対象に基本的な体操（マット・跳び箱・長縄）を指導

6名 50名



2月13・14日バスケットボールＪr．スマイルカップ（柏の葉小学校） 自主事業 22チーム

2月21日 バレーボール9人制ウィメンズカップ（柏の葉小学校他） toto 130名

2月27日 風船バレーボール大会（山口県障がい者スポーツセンター） ｴﾈﾙｷﾞｱ 40名

3月6日 健康に関する講演会とボーリング大会（マルハン北柏）
ｴﾄﾞﾜｰｽﾞﾗｲﾌ

ｻｲｴﾝｽ基金
80名

3月19日 バレーボールスプリングカップ（柏の葉コミュニティ体育館） toto 42名

3月20日 チャレンジ！車いすバドミントン体験会（柏の葉コミュニティ体育館）子ども夢基金 53名

5月8日 苦手な子の風船バレーと野球大会（柏の葉小学校） ﾗｲﾌｽﾎﾟｰﾂ財団 42名

6月19日 バレーボール講習会（西原中学校・柏の葉小学校） 自主事業 120名

6月19日 スポーツカレッジ①（柏の葉キャンパス駅前KOIL） toto 8名

6月26日 スポーツカレッジ②（柏の葉キャンパス駅前KOIL） toto 20名

6月26日 フロアホッケー体験会（柏の葉コミュニティ体育館） ﾗｲﾌｽﾎﾟｰﾂ財団 60名

6月26日 風船バレー大会（柏の葉コミュニティ体育館） 子ども夢基金 50名

7月3日 CPR講習会（柏の葉小学校） 日本財団 20名

7月17日 スポーツカレッジ③・④（柏の葉キャンパス駅前KOIL） toto 22名

7月18日 スポーツカレッジ⑤・⑥（柏の葉キャンパス駅前KOIL） toto 19名

7月18日 CPR講習会（水戸市茨城大学） 日本社会福祉財団20名

7月23・24日運動が苦手な子のプール教室（水戸市立常磐小学校） 自主事業 80名

8月1～3日 運動が苦手な子のプール教室（市立柏高校） 自主事業 180名

8月6日 バレーボール中学生大会（柏中央体育館） toto 210名

8月11日 バレーボール小学生大会（柏中央体育館） toto 60名

9月4日 バレーボールスマイルカップ（柏中央体育館） toto 135名

9月11日 スポーツカレッジ⑦・⑧（柏の葉キャンパス駅前KOIL） toto 19名

9月18日 スポーツカレッジ⑨・⑩（柏の葉キャンパス駅前KOIL） toto 9名

9月25日 風船バレーボール大会（柏の葉コミュニティ体育館） 子ども夢基金 60名

10月2日 障がい者スポーツボランティア養成講座①（KOIL） 年賀寄附金 30名

10月9日 障がい者スポーツボランティア養成講座②（KOIL） 年賀寄附金 24名

10月10日 苦手な子のボーリング大会（マルハン柏） 自主事業 95名

10月14日 障がい者スポーツボランティア養成実技①（県立八千代高校） 年賀寄附金 133名

10月16日 障がい者スポーツボランティア養成講座③（KOIL） 年賀寄附金 22名

10月23日 障がい者スポーツボランティア養成講座④（KOIL） 年賀寄附金 19名

10月30日 障がい者スポーツボランティア養成講座⑤（KOIL） 年賀寄附金 18名

11月3日 チャレンジ！スポーツ交流体験会山口キャラバン（山口大学） 子ども夢基金 30名

11月6日 障がい者スポーツボランティア養成講座⑥（KOIL） 年賀寄附金 24名

11月8日 障がい者スポーツボランティア養成実技②（市立松戸高校） 年賀寄附金 105名

11月13日 障がい者スポーツボランティア養成講座⑦（KOIL） 年賀寄附金 19名

11月20日 障がい者スポーツボランティア養成実技③（県立八千代高校） 年賀寄附金 51名

11月20日 　　　　　　〃　　　　実技④（柏の葉コミュニティ体育館） 年賀寄附金 66名

12月4日 バレーボール講習会（中央学院大学） ヨネックス 80名

12月11日 バレーボールクリスマスカップ（柏の葉小学校） toto 50名

12月18日 チャレンジ！スポーツ交流体験会（柏の葉コミュニティ体育館）子ども夢基金 90名

12月18日 バドミントン・バスケット講習会（柏の葉コミュニティ体育館）ヨネックス 42名

12月25日 　　　　　　〃　　　実技⑤（千葉県スポーツ科学センター） 年賀寄附金 87名


