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日時 ４月２９日（土）　　　午前９時～

場所 東大宮コミュニティセンター　
２Ｆ 研修室

　東大宮スポーツクラブ

総　会　資　料

平 成 ２ ９ 年 度

地域づくり

健康づくり　　仲間づくり



平成２９年４月２９日（土）

東大宮コミュニティセンター

１、 開会宣言

２、 理事長挨拶

３、 来賓挨拶

４、 来賓紹介

５、 議長選出

６、 協議事項

（１）平成２８年度事業報告

（２）平成２８年度収支決算報告

（３）監査報告

（４）質疑応答

（５）平成２９年度事業計画（案）

（６）平成２９年度収支予算（案）

（７）役員改選

（８）質疑応答

７、 役員紹介

８、 その他

： 新別府川堤防の整備について

： 総合型地域スポーツクラブの現状について

： 小学校体育アシスタント派遣事業について

（宮崎市教育委員会委託事業）

９、 閉会宣言

※ 総会終了後、ホールにて運動器検診

及び、クラブハウス前にて会員交流会を行います。

第１５回　NPO法人東大宮スポーツクラブ　総　会



平成１５年度

　現代社会では、少子高齢化、国民医療費の増大、地域教育力の低下など、多くの問題を抱

えています。そして、どの問題をとっても原因が単純でない為、あらゆる方面からの取り組みに

よって、解決を図らなくてはなりません。

　例えば、医療費削減の問題をひとつ取りあげてみても、国や自治体の努力だけでは解決で

きず、国民の一人ひとりが健康な身体づくりをめざして、日常的に運動・スポーツを続けていく

ことで、はじめて効果が表れてきたといった報告もなされています。

　つまり、スポーツの普及・振興は、医療面にとどまらず、心理、教育、生涯学習、経済、社会文

化などあらゆる分野において、様々な効果につながることが期待されており、スポーツは、社会

政策上、無視できない存在となっています。

　このような中で、文部科学省では、２０００年（平成１２年）９月に『スポーツ振興基本計画』を策

定し、公表しました。この基本計画は、２００１年(平成１３年）度から２０１０年（平成２２年）度まで

の計画期間内に全国の各市町村に、少なくとも一つは『総合型地域スポーツクラブ』を育成す

ることを目標としています。

　『総合型地域スポーツクラブ』とは、種目やチーム、年代を超えた一つのクラブとして、子供か

ら高齢者、障害者を含め誰もが生涯にわたってスポーツを楽しめるクラブです。

　東大宮地区においても、社会環境の変化、少子化問題、高齢化問題、子供たちの問題など

例外ではありません。そこで、スポーツや文化活動を通して、明るく、健康的な、心の豊かな町

づくり・連帯感のある地域づくりを目的に、『総合型地域スポーツクラブ』としての、『東大宮スポー

ツクラブ』を設立したいと思います。 ｢ジグソーパズルで考える総合型地域スポーツクラブ｣から一部抜粋

平成１５年４月

発起人代表　前田　廣之　　

趣意書　[東大宮スポーツクラブ設立について]

青空の下、東大宮地区が大きく光輝いています。

そこに住んでいる方々が、温かい心、熱い思いと共に、東大宮スポーツクラ

ブを通じて、手と手をつなぎ、健康や元気の輪、地域の輪（和）が広げられ

たら、と言う思いでこのマークが作られました。



【平成２８年度　事業報告書】

平成２８年４月～平成２９年３月 ２３種目　３６講座

他）中学生バドミントン教室　毎週（火・木・土）

① 第１４回焼肉交流会

● 日 程 ： 平成２８年５月８日（日）
● 場 所 ： スポーツクラブ事務所　前
● 参加者 ： ５７名

② 第３１回　健康づくりグラウンドゴルフ交歓大会

● 日 程 ： 平成２８年５月１１日（水）
● 場 所 ： 市民の森　西公園
● 参加者 ： ２５６名

③ 第１回　東大宮社交ダンス交流会

● 日 程 ： 平成２８年５月２２日（日）
● 場 所 ： 東大宮コミュニティセンター　ホール
● 参加者 ： 約７０名

④ 第２０回　ミニバレーボール　夢印たまご村杯

● 日 程 ： 平成２８年６月１２日（日）
● 場 所 ： 東大宮中学校体育館・コミュニティーセンターホール
● 参加者 ： ５５チーム　２８９名

⑤ 第２回　東大宮地区運動会

● 日 程 ： 平成２８年１１月６日（日）
● 場 所 ： 東大宮小運動場
● 参加者 ： ２００名
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２.
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⑥ 第２１回　ミニバレーボール　夢印たまご村杯

● 日 程 ： 平成２８年１１月２３日（水・祝）
● 場 所 ： 東大宮中学校体育館・東大宮小学校体育館
● 参加者 ： ６３チーム　３２４名

⑦ 第３２回　健康づくりグラウンドゴルフ交歓大会

● 日 程 ： 平成２８年１２月７日（水）
● 場 所 ： 市民の森　西公園
● 参加者 ： １８５名

⑧ 第１回　新別府川ジョギング大会

● 日 程 ： 平成２８年１２月１８日（日）
● 場 所 ： 新別府川堤防沿い
● 参加者 ： ７２名

⑨ 第１２回　東大宮近郊ママさんバレーボール大会

● 日 程 ： 平成２９年１月２９日（日）
● 場 所 ： 東大宮小学校体育館
● 参加者 ： ６チーム　６１名

⑩ 第３回　ボウリング交流大会

● 日 程 ： 平成２９年３月２５日（土）
● 場 所 ： みやざきエースレ－ン
● 参加者 ： ５７名

① 東大宮地区学校体育施設開放運営事業（宮崎市）

● 東大宮中学校、東大宮小学校、宮崎東小学校の体育施設利用調整を行う

② 小学校体育支援アシスタント派遣事業事務局（宮崎市教育委員会）

● 小学校の体育の授業にアシスタント(専門家）を市内２４校に、水泳を始め、陸上

・器械運動やサッカー等のボール運動などの指導及び補助の為に派遣を行う事業

① 健康運動教室（転ばない為の体づくり）（宮崎市事業）

● 波島公民館 　毎週月曜日  参加者数延べ　　 351 名

● 大島公民館 　毎週火曜日  参加者数延べ　　 202 名

● 火切塚公民館 　毎週水曜日  参加者数延べ　　 238 名

● 北花ヶ島公民館　毎週木曜日  参加者数延べ　　 235 名

● 花ヶ島公民館 　毎週木曜日  参加者数延べ　　 450 名

● 村角公民館 　毎週金曜日　 参加者数延べ　　 249 名

1,725 名合　　計

４.

３.

協 働 事 業

受 託 事 業



② 早朝ウォーキングinトムワトソンゴルフコース大会

(宮崎市総合型地域SC連絡協議会）

● 日 程 ： 平成２８年８月１１日（木）

● 場 所 ： トムワトソンゴルフコース

● 参加者 ： ３３１名

③ エンジョイ・スポーツフェスティバルの開催

(宮崎県総合型地域SC連絡協議会）

● 日 程 ： 平成２９年２月１８日（土）

● 場 所 ： 宮崎市総合体育館ほか

● 参加者 ： ３３６名（延べ１，２１４名）



５.その他必要事業

① 新別府川堤防草刈り事業　
：年間を通して大島大橋から日豊本線までの両堤防整備を行う

② 会員向け斡旋物品販売
：《夏》そうめん、《冬》皿うどん・ちゃんぽん

：他、スポーツ用品等

③ 各団体事務局受託

：東大宮地区体育会

：宮崎市総合型地域スポーツクラブ連絡協議会

６.理　事　会

平成28年

第１回 4月25日(月）
1、 現在の状況

2、 役員選出について

3、 事務員補充について

4、 ２７年度決算報告・監事について

5、 ２８年度総会について

6、 たまご村杯ミニバレー大会について

7、 ＧＧ大会について

8、 ５月の連休について

9、 新別府川草刈りの日程について

10、 小学校体育アシスタント派遣事業（市教委事業）

11、 宮崎市サイクリング大会

12、 トムワトソンゴルフコース早朝ウォーキング大会

13、 エンジョイフェスティバルの開催

14、 県クラブ連絡会・県クラブ協議会

15、 熊本県地震支援金について

16、 そうめん等の販売について

第２回 5月30日(月)
1、 現在の状況

2、 ２７年度総会について

3、 健康づくりＧＧ交歓大会反省について

4、 たまご村・元気湯杯ミニバレー大会について

5、 事務局について

6、 未入金について

7、 新別府川草刈りの日程について

8、 県クラブ連絡会議報告

9、 シーガイアジョギング大会反省会

10、 熊本県地震支援金について(～6月15日）

11、 小学校体育アシスタント事業(市教育委員会事業）について

12、 東大宮地区学校体育施設開放運営協議会について

13、 そうめん等の販売について



第３回 6月27日(月）
1、 現在の状況

2、 たまご村杯ミニバレー大会の反省

3、 宮崎市総合型地域スポーツクラブ連絡協議会

4、 ８月のスケジュールについて

5、 新別府川草刈りの日程について

6、 役員慰安旅行について

7、 その他

8、 ラジオ体操について

9、 糖尿病の子どもたちのサマーキャンプ

10、 熊本地震支援金入金 御礼状参照

11、 東大宮地区学校体育施設開放運営協議会について

12、 まちづくり環境部会より

第４回 7月25日(月）
1、 現在の状況

2、 ８月のスケジュールについて（再確認）

盆休みの確認、新別府川草刈りの日程について

糖尿病の子どもたちのサマーキャンプ、ラジオ体操について

3、 トムワトソンゴルフコースウォーキング大会 (宮崎市総合型地域ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ連絡協議会)

4、 会員増への取組について

5、 日本体育協会の総合型地域スポーツクラブの登録制度について

6、 運動会について

7、 体育会とクラブの関連について

8、 その他

第５回 8月29日(月）
1、 現在の状況

2、 ゴルフコースウォーキング大会の反省

3、 自治会対抗運動会について

4、 新別府川整備について

5、 エンジョイスポーツフェスティバルについて

6、 役員、指導者及び協力者懇親会について

7、 前期(5月～7月）健康運動教室報告

8、 宮崎市障がい者スポーツ大会

9、 みらいみやざき学び隊　取材の件

10、 ＩＴＵトライアスロンワールドカップ　

第６回 9月26日(月）
1、 現在の状況

2、 自治会対抗運動会について

3、 ミニバレーたまご村杯について

4、 新別府川草刈りの日程について

5、 10月スケジュール確認

6、 宮崎県総合型クラブ連絡会議

7、 宮崎県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会会議

8、 九州ブロッククラブネットワークアクション２０１４について

9、 総合型地域スポーツクラブアシスタントマネジャー養成講習会について

10、 コミセンまつり参加について

11、 ちゃんぽん等の注文について



12、 会員懇親会案内配布・講師へも案内配布について

13、 会費納入のお知らせについて

14、 広報誌配布について

第７回 10月31日(月）
1、 現在の状況

2、 東大宮地区運動会について

3、 ミニバレーたまご村元気湯杯について

4、 グラウンドゴルフ交歓大会

5、 新別府川ジョギング大会について

6、 未入金(～10月分)

7、 会員懇親会について(１０月２９日実施）

8、 新別府川堤防の草刈り予定

9、 年末年始のスケジュールについて

10、 草刈り機購入

11、 県会議員研修会開催

12、 ITUトライアスロンワールドカップ応援ウォーキングについて

13、 皿うどん締め切り  

14、 クラブ役員忘年会について

15、 ミヤザキ・スポーツリーダー・セミナー２０１６の開催

16、 その他

第８回 11月28日(月）
1、 現在の状況

2、 子ども教室について：

3、 東大宮地区運動会について

4、 ミニバレーたまご村杯の反省について

5、 グラウンドゴルフ交歓大会

6、 新別府川ジョギング大会について

7、 新規講座について子どもラグビー教室

8、 新別府川堤防整備について

9、 1月スケジュール確認

10、 県議会議員「総合型地域スポーツクラブ」勉強会

11、 クラブ役員忘年会について

第９回 12月29日(木）
1、 現在の状況

2、 子ども教室の変更について

3、 第１２回東大宮近郊ママさんバレーボール大会

4、 未入金について

5、 石川さんの親族の空き地利用について

6、 東大宮ハッピー種まきプロジェクトについて

7、 小学校体育アシスタント派遣事業について

8、 役員理事の確保

9、 グラウンドゴルフ交歓大会の反省について

10、 新別府川ジョギング大会の反省について

11、 補助金事業について

12、 東大宮地区学校体育施設管理委員会

13、 その他

宮崎県１１３０県民運動事業

主催：NPO法人東大宮スポーツクラブ

主管：東大宮地区運動会実行委員会

一緒に

楽しみましょう!!
参加自治会及び団体

・花ヶ島自治会・東花ヶ島自治会・北花ヶ島自治会・東大宮スポーツクラブ会員

雨天時は体育館で開催します。



平成29年
第10回 1月30日(月）

1、 現在の状況

2、 第１２回東大宮近郊ママさんバレーボール大会

3、 健康運動教室について

4、 ２９年度事業日程について

5、 会費値上げについて

6、 第３回ボーリング交流大会について

7、 初心者向け短期教室開催について(５回程度）

8、 地域協議会へ地域課題提案書の提出について

9、 ２９年度会費について

10、 親子でチャレンジスケート体験

11、 市クラブ連絡会議の報告

12、 県クラブ連絡会議の開催

13、 新理事の依頼について

14、 体育会連合会研修会に同行して

第11回 2月27日(月)
1、 現在の状況

2、 未入金について

3、 第15回総会について

4、 ２９年度事業日程について

5、 新理事の依頼について

6、 第３回ボーリング交流大会について

7、 県地域シンボルスポーツ助成金について

8、 ”１１３０″県民ライフスポーツ推進事業補助金について

9、 東大宮小学校プール開放の受託について

10、 中学校とコミセンの境の草取り

11、 県エンジョイスポーツフェスティバル報告

12、 公益財団ライフスポーツ財団　補助金授与式

13、 第１１回全国スポーツクラブ会議in熊本なんかん

14、 健康運動教室の前期教室実施

15、 県ＳＣへの参加を検討・・・２年間位休止（自クラブの見直し）

第12回 3月27日(月)
1、 現在の状況

2、 未入金について

3、 第３回ボウリング交流大会について

4、 第１５回総会について

5、 29年度の体制について

6、 29年度の小学校体育アシスタント派遣事業について

7、 菜の花の種取りと、種まき

8、 29年度福祉まつりの参加について

9、 文化スポーツ課→スポーツランド推進課(観光商工部）

10、 29年度東大宮地区スポーツ推進委員

11、 宮崎市市議会議員対象の勉強会開催について

12、 そうめん販売について



平成28年度収支決算書 平成28年 4月 1日 から平成29年 3月 31日 まで

収入の部

科  目 28年度予算(A) 28′ ],メさ (B) 差異(B一 A) 旨   芝

会 費 収入
一

6.550,000 6,524,600 -25,400

入 会 金 100,000 84,500 -15,500

正会員会費 50,000 45,000 -5,000 役員会費
クラブ会員会費 6,200,000 6,209,100 9,100 年会費、月会費、チケット

非会 員会着 200,000 186,000 -14,000

寄 付 金 250.000 150.000 -100.000

補 助 金 等 収 入 300,000 478,000 助成金・補助金

事 業 め 入 2,440,000 29892,703 452,703
イベント大会・教室収入 540,000 1,008,854 468,854 ミニバレー・GG大会等

健康運動教室収入 500,000 367,100 -132,900 6ヶ所

受 託 費

その他事業収入

900,000 625,419 -274,581 新別府川堤防整備
学校開放収益等

500,000 891,330 391,330 障がい者スポーツ大会等

その他取:ラヘ、

広報誌広告収入

670.000 643.214 -26,786

170,000 153,000 -17 000
保険料

利息
雑収 入

400,000
0

100,000

379,000
114

111,100

-21,000

114
11,100 スポーツ少年団活動費等

収入合言 10。 210,000 10.688,517 478,517

支出の部】
科  目 28年度予算(A) 28度決算(B) 差 異 (B一 A) 備  考

5。 592.000 5.827,098 235,098
イベント大会・教室経費 300,000 907,401 607,401 ミニバレー・GG大会等

受託事業経費
健康運動教室事業経費

600,000 427,650 -172,350 新別府川整備他

150,000 182,686
3,210,570
167,400

32,686
講師謝金等

研修費

諸謝金

印刷製本費

3,300,000
200,000

-89,430
-32,600

黎は
通費

通信運搬費

12,000
0

0

2,000
0

10,826

-10,000

0

10,826

消耗品費 250,000 185,886 -64,114

賃借料 180 000 138,250 -41,750

福利厚生費 0 6,178 6,178

保険料 300,000 292,520 -7,480

雑 費 50,000 19,399 -30,601 支払手数料、諸会費他

その他事業支出 250,000 276,332 26,332
管 理 費 5,086、 000 5.074,966 -11,034

給料手当 3,300,000 3,440 080 140,080 3人分

役員報酬

法廷福利費
福利厚生費

136,000
320,000
260,000

136,000
277,301
266,097

0
-42,699

6,097

会議費 150,000 130,590 -19,410 理事会等

旅費交通費
賃借料
車両燃料費
通信運搬費

50,000
120,000
100,000

8,200
120,000
104,000

-41,800

0
4,000

160,000 146,645 -13,355 電話料等

消耗品費 150,000 67,463 -82,537

水道光熱費 60,000 50 837 -9,163

火災保険料
委託費

12,000
2001000

16,780
2001000

4,780
0 会員管理システム入替

慶弔費 10,000
1,000

55,895 45,895
2,000租税公課 3,000

57,000 52,078 -4,922 支払い手数料他

支出合計 10.678.000 10,902,064 224,064

-213,547

1,565,196 1,565,196

li351,6491,097,196



監 幸艮

東 大宮スポー ツ クラブの会計 につ いて、それ ら

の証拠書類 、関係 書類 、現金 、預金通帳 の収支

一切 を照査 した ところ、全 て符合 し、正確 に処

理 され てい るこ とを認 めます。

NPO法 人 東 大 宮 ス ポ ー ツ ク

理 事 長 南 藤一

平 成 29年 4月 1
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【平成２９年度　事業計画（案）】

１、 クラブ定期講座の開催 ：２２種目・３７講座

２、 総会及び理事会の開催

：第１５回総会 　４月２９日（土）

：理事会 毎月 最終月曜日

３、 各種スポーツ大会及び補助金事業の開催

：ライフ・チャレンジ・ザ・ウォーク(宮崎臨海公園） 　５月７日（日）

：第３３回健康づくりグラウンドゴルフ交歓大会 　５月１６日（火）

：第２回東大宮社交ダンス交流会 　５月２８日（日）

：第２２回たまご村杯ミニバレーボール大会 　６月１１日（日）

：第３回東大宮地区運動会 １１月５日（日）

：第２３回たまご村杯ミニバレーボール大会 １１月２３日（木）

：第３４回健康づくりグラウンドゴルフ交歓大会 １１月２９日（水）

：第１３回東大宮ママさんバレーボール交流大会 　H30年１月２８日（日）

：第４回ボウリング交流大会 未定

４、 クラブ会員間の交流会の開催

：第１５回焼き肉交流会 　４月２９日（土）

：新年会・忘年会他 随時

５、 クラブ会員向けイベントの開催

：海洋高校 進洋丸 クルージング ５月２８日（日）

：御池青少年自然の家 宿泊学習 ７月２５日～２６日(火・水）

：スケート体験教室 １月予定

：その他、季節等により企画予定 随時

６、 他クラブとの交流会の開催 随時

７、 健康関連の講演会及び研修会 ２月初旬

８、 補助金・受託事業ほか

：宮崎市学校体育施設開放運営事業（東大宮中・東大宮小・宮崎東小）

：小学校体育アシスタント派遣事業事務局（市教育委員会）

：東大宮地区体育会事務局

：宮崎市総合型地域スポーツクラブ連絡協議会事務局

９、 協働事業

：新別府川堤防ジョギング大会 １２月１７日（日）

：健康運動教室（転ばない為の体づくりの体操教室）の開催

・波島公民館 　毎週月曜日  ・北花ヶ島公民館　毎週木曜日  

・大島公民館 　毎週火曜日  ・花ヶ島公民館 　毎週木曜日  

・火切塚公民館 　毎週水曜日  ・村角公民館 　毎週金曜日　



１０、 宮崎市総合型地域スポーツクラブ連絡協議会事業

：早朝ウォーキングinトムワトソンゴルフコース

(宮崎市総合型地域SC連絡協議会）　８月１１日（金）

：エンジョイスポーツフェスティバル(県総合型地域SC連絡協議会） 未定

：小学校体育アシスタント派遣事業（市教育委員会） ２７校派遣予定

１１、 他団体主催の大会・イベント・研修会等への参加

：東大宮地区生涯推進委員会主催　｢東大宮コミセンまつり｣への参加

：各種目競技会・試合等 ：ウォーキング大会等

１２、 クラブの目的を達成する為に必要な事業

：新別府川堤防の整備事業 ：クラブハウス設置推進事業　

：会員向け斡旋物品販売事業

★ 定期講座・チケット講座

：成人向け種目

健康体操・ヨガ・ステップアクササイズ・ダンベル健康体操(美ボディー）

ロコモ予防運動・社交ダンス・太極拳・コーラス

バウンドテニス・ミニテニス・バドミントン・卓球

ミニバレー・バレーボール・ソフトバレー

：子ども向け種目

サッカー・剣道・バドミントン・複合運動・ボール運動

陸上・卓球・ラグビー・英語

クラブからのお願い

東大宮スポーツクラブの講座は参加者全員が『楽しむ』ことを目的に開催しています。

それぞれ、体力、レベル等の違いがありますし、年齢の幅も広いです。

お互い楽しい時間を過ごす為、メンバーのプレーに対して心配りをお願いします。

・会員の方が個人に対して指導をしないようにしましょう。

・プレーやミスに対して指示・指摘をしないようにしましょう。

・全員の練習の中で特定の方同士で組んでプレーをする事は行わないようにしましょう。

また、クラブの講座は対外試合を目的には行っていませんのでご了承ください。

それぞれのレベルに合わせて平等に皆が楽しめる様なプレーをしていきましょう。



【平成２９年度収支予算書】(案）

28年度予算(Ａ) 28度決算(Ｂ) 29年度予算(Ｃ) 差異(Ｃ－Ｂ) 備   考
会 費 収 入 6,550,000 6,524,600 7,155,000 630,400

入 会 金 100,000 84,500 100,000 15,500
正会員会費 50,000 45,000 55,000 10,000 役員会費

クラブ会員会費 6,200,000 6,209,100 6,800,000 590,900 年会費、月会費、チケット

非会員会費 200,000 186,000 200,000 14,000
250,000 150,000 200,000 50,000

補 助 金 等 収 入 300,000 478,000 500,000 22,000 助成金・補助金

事 業 収 入 2,440,000 2,892,703 3,200,000 307,297
イベント大会・教室収入 540,000 1,008,854 1,000,000 -8,854 ミニバレー・GG大会等

健康運動教室収入 500,000 367,100 500,000 132,900 6ヶ所

受 託 費 900,000 625,419 800,000 174,581
新別府川堤防整備
学校開放収益等

その他事業収入 500,000 891,330 900,000 8,670 障がい者スポーツ大会等

その他収入 670,000 643,214 670,000 26,786
広報誌広告収入 170,000 153,000 170,000 17,000
保険料 400,000 379,000 400,000 21,000
利息 0 114 50 -64 
雑収入 100,000 111,100 100,000 -11,100 スポーツ少年団活動費等

収入合計 10,210,000 10,688,517 11,725,000 1,036,483

【支出の部】
28年度予算(Ａ) 28度決算(Ｂ) 29年度予算(Ｃ) 差異(Ｃ－Ｂ) 備   考

5,592,000 5,827,098 6,130,000 302,902
イベント大会・教室経費 300,000 907,401 900,000 -7,401 ミニバレー・GG大会等

受託事業経費 600,000 427,650 450,000 22,350 新別府川整備他

健康運動教室事業経費 150,000 182,686 200,000 17,314
諸謝金 3,300,000 3,210,570 3,400,000 189,430 講師謝金等

印刷製本費 200,000 167,400 180,000 12,600
会議費 12,000 2,000 10,000 8,000
旅費交通費 0 0 0 0 研修費

通信運搬費 0 10,826 10,000 -826 
消耗品費 250,000 185,886 200,000 14,114
賃借料 180,000 138,250 140,000 1,750
福利厚生費 0 6,178 10,000 3,822
保険料 300,000 292,520 300,000 7,480
雑費 50,000 19,399 30,000 10,601 支払手数料、諸会費他

その他事業支出 250,000 276,332 300,000 23,668
5,086,000 5,074,966 5,337,000 262,034

給料手当 3,300,000 3,440,080 3,500,000 59,920 3人

役員報酬 136,000 136,000 136,000 0
法定福利費 320,000 277,301 300,000 22,699
福利厚生費 260,000 266,097 320,000 53,903
会議費 150,000 130,590 150,000 19,410 理事会等

旅費交通費 50,000 8,200 80,000 71,800 文科省団体表彰予定

賃借料 120,000 120,000 120,000 0
車両燃料費 100,000 104,000 108,000 4,000
通信運搬費 160,000 146,645 150,000 3,355 電話料等

消耗品費 150,000 67,463 80,000 12,537
水道光熱費 60,000 50,837 60,000 9,163
火災保険料 12,000 16,780 20,000 3,220
委託費 200,000 200,000 200,000 0
慶弔費 10,000 55,895 60,000 4,105
租税公課 1,000 3,000 3,000 0
雑費 57,000 52,078 50,000 -2,078 支払い手数料他

支出合計 10,678,000 10,902,064 11,467,000 564,936
0

今期収支差額 -468,000 -213,547 258,000 471,547
前年度繰越金 1,565,196 1,565,196 1,351,649 -213,547 
次年度繰越金 1,097,196 1,351,649 1,609,649 258,000

管 理 費

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで
【収入の部】

科　　目

寄 付 金

科　　目
事 業 費



＊保険について

① 会員の方は、総合型地域スポーツクラブ専用保険に加入して頂きます。

② クラブ活動中・クラブへの往復中の怪我・特定疾病（※1）は、保険の補償範囲内と致します。

＊会費について

① 会費の入金方法は、当初現金でお願い致します。

② 入会金、及び年会費・月会費は、入会時に支払いをお願い致します。

③ 金額は、下記の表をご覧ください。

④ 月会費は、３月に翌月分より２ヶ月分、5月・１0月に５ヶ月分の支払いをお願い致します。

⑤ 入会金、年会費等については、退会されても、返金は致しません。

⑥ 更新料は（クラブ専用保険・年会費）、年度末（３月）に支払いをお願い致します。

⑦ 各講座により、別途材料・用具（個人用）が必要な場合、現金で支払いをお願い致します。

＊講座のお休みについて

① 公共施設を利用する為に、講座が開催出来ない場合が発生致します。

② 講座が中止の場合、事前に講座等でお知らせ致します。

急な場合は、携帯ショートメール等でご連絡致します。

＊退会について

① 退会の際は、事務局もしくは、スタッフ指導者まで、必ずご連絡ください。

② 退会届を出された翌月からの、退会となります。

＊その他

① 小学生・中学生の入会は、保護者の承諾書が必要です。

② 平日（月～木）の夜間教室の小学生参加は、ご遠慮をお願い致します。

③ 小学２年生以下の参加の場合は、保護者同伴でお願い致します。

入　会　金 　500円

クラブ専用保険 　高校生以上　1,000円　／　中学生以下　500円

年　会　費 　2,400円　（入会月により変わります）

　月 ２ 回の講座　300円～　
　月 ４ 回の講座　600円～

＜クラブ専用保険補償額＞

加入区分 対象範囲 災害死亡 後遺障害 入　院 通　院

障　害 ３００万円 ３００万円 ４,０００円 １,５００円

疾　病 ３００万円 ３００万円 ４,０００円 １,５００円

手　術

＜＜会　　員　　規　　則＞＞

月　会　費
(講座により異なります)

団体活動中と
その往復

手術の種類により入院日額の10倍・20倍・40倍

※ 1　補償の対象となる特定疾病　　　・熱中症（日射病・熱射病等） ・細菌性食中毒 ・急性
脳疾患  ・低体温症・急性心疾患（心筋梗塞） ・脱水症 ・急性呼吸器疾患



　　＜＜ご協力頂いている皆様＞＞　

◇野崎東病院 ◇宮崎大学医学部 ◇ヤスモトダンス

　　＜＜ご協賛頂いている企業＞＞　

◇夢印たまご村 ◇池田弓具店 ◇井野サイクルショップ ◇学研さくらまち教室

◇かわにしスポーツ ◇自転車のフルサワ ◇お好み焼き 大阪屋 宮崎店 ◇宮崎トヨペット

◇大迫整骨院 ◇宮崎ヤクルト販売（株） ◇中華料理　龍光園 ◇英会話ＮＩＣＥ

◇有限会社フェニックス エージェント(総合保険） 南 （敬称は略させて頂きました。）

２２種目３７講座+健康運動教室（６教室） 平成２９年度プログラム
月 火 水 木 金 土

リフレッシュ初級

太極拳 ゴルフ 太極拳 バドミントン

１，３週 ２，４週

午後１時 午前９時 午前１０時 午前９時 午前９時半

グラウンド 初めての

テニスⅡ ミニバレーⅠ 体操教室 テニスⅡ 卓球

ミニ 初めての 健  康 バウンド 和やか

虹のハーモニー キッズ ステップ バウンド 心と体の 誰でも出来る

午前９時半午前１０時

ゆるやか 子ども英語教室 Ｊr

午前９時 午前１０時

２，４週 毎週 １，３週 １，２，３，４週２，４週 ２，４週 １，３週

高学年 バドミントン

午後５時 午後５時半 午後５時 午後５時 午後６時 午後５時

午前９時半

コーラス サッカー 体操教室 テニスⅠ 調整ヨガ

午後１時 午後４時 　午後５時

ミニテニス ソフトバレー 低学年

２，４週 月４回 月４回 １，３週

午後１時半 午後2時 午後１時 午後１時 午前10時半 午後１時

２，４週 毎週 １，３週 ２，４週 ２，４週 １，３週

東大宮Ｊr みんなで Ｊr

運動教室 剣道 ボール運動 ｱｽﾘｰﾄ 運動教室

１，２，３，４週 毎週

ミニバレー 初めての 和やか

東大宮Jr

午後５時 午後５時 午後７時半 午前９時半

運動教室 サッカー サッカー 卓球 ラグビー

東Jr 誠心館 楽っ子クラブ Ｊr ロコモ予防 住吉Ｊr

毎週 １，２，３，４週 １，２，３，４週 毎週 １，２，３，４週 １，２，３，４週 毎週 毎週

エンジョイ バウンド 美ボディー リフレナイト 老若男女

Ⅱ・Ⅲ 社交ダンス バレーボール ミニバレー

１，２，３，４週

午後８時 午後７時半 午後７時半 午後７時半 午後７時半

ソフトバレー テニスⅢ 健康体操 バドミントン

毎週 １，３週 １，２，３，４週 ２，４週①，２，③，４週 １，３週 毎週

午後７時半 午後７時半 午後８時


