
独立行政法人日本スポーツ振興センターよりスポー
ツ振興くじ助成事業「総合型地域スポーツクラブ活動
助成」を受け、小中学生を対象に計12種目のスポーツ
スクールと、小学生を対象とした平日放課後のプレイ
スクール、多世代を対象としたスポーツサークルを年
間通して運営し、生涯スポーツの環境づくりや文化活
動の推進を図る。

正会員総会報告 平成22年度第1回正会員総会の内容を以下にご報告します。
去る6月12日（土）18時半から、クラブハウスにおいて平成22年度正会員総会が開催されました。ここでは、その概要をお知らせいたし
ます。なお、詳細についてはクラブハウスにて縦覧いただけます。

（1）平成21年度特定非営利活動に係る事業会計収支決算
日　時 平成22年6月12日（土）18:30～ 場　所 クラブハウス　会議室

（３）特定非営利活動法人ソシオ成岩スポーツクラブ平成22年度事業計画
①ソーシャルプログラム事業

単位：円 単位：円平成21年4月1日～平成22年3月31日 平成22年4月1日～平成23年3月31日

（2）平成22年度特定非営利活動に係る事業会計収支予算

②WINGプロジェクト運営事業

事業内容

科　目 金　額 科　目 金　額
＜Ⅰ.収入の部＞
　１．会費・入会金収入
　２．事業収入
　３．補助金等収入
　４．寄付金収入
　５．保険料預かり金
　６．その他
当期収入合計(Ａ)

＜Ⅱ.支出の部＞
　１．事業費
　２．管理費
　３．保険料預かり金
　４．特定引当預金
　５．予備費
　当期支出合計（C)

前期繰越収支差額
収入合計（B）

当期収支差額（A)－（C)
次期繰越収支差額（B)－（C)

前期繰越収支差額
収入合計（B）

当期収支差額（A)－（C)
次期繰越収支差額（B)－（C)

21,224,000
45,900,000

0
10,000
980,000

2,400,000
70,514,000
16,857,000
87,371,000

54,035,000
15,473,000
980,000

0
26,000

70,514,000
0

16,857,000

＜Ⅰ.収入の部＞
　１．会費・入会金収入
　２．事業収入
　３．補助金等収入
　４．寄付金収入
　５．保険料預かり金
　６．その他
当期収入合計（Ａ）

＜Ⅱ.支出の部＞
　１．事業費
　２．管理費
　３．保険料預かり金
　４．特定引当預金
　５．予備費
当期支出合計（C)

19,710,500
39,775,654
100,000
8,100

983,000
461,585

61,038,839
12,383,500
73,422,339

44,142,106
7,440,065
983,000

4,000,000
0

56,565,171
4,473,668
16,857,168

半田市からの指定管理を受け、成岩地区総合型地域スポーツクラブハウスを当法人のクラブハウスとして運営する。

③クラブハウス運営事業

事業内容

●サークル／中高年健康体操、太極拳、サッカー、卓球、硬式テニス、ファミリーソフトバ
レー、カローリング、スナッグゴルフの種目を実施する。

●プレイスクール／週5日、ニュースポーツを体験したり、運動神経をのばすためのスポーツ
プログラムと、お茶会やカラーセラピーなどのカルチャープログラムを実施する。

●スキー・スノボアドベンチャー／自然体験プログラムとして子どもを対象に2泊3日で実施
する。

●スクール／野球、サッカー、バレー、テニス、バドミントン、バスケ、トータルスポーツ、卓
球、剣道、陸上、ソフトボール、ホッケーの種目を実施する。

事業内容

小・中学生を対象に、クラブが組織する「ソシオサポーターサークル」のメンバーが、週2回会議室にて学習支援を行い、子ども達の勉強に取り組む姿
勢の構築、異世代交流の機会を提供する。

④スタディサポートセンター事業

愛知県教育委員会からの委託により健全な子育て、活力ある次世代の育成を目的としたスポーツプログラムを実施する。

⑥委託事業「子どもたちとスポーツと街づくり支援事業」

事業内容

文部科学省スポーツ振興基本計画にある総合型地域スポーツクラブの望ましいあり方について、研究及び開発し、関係機関と連携して全国に普及
していく。

事業内容

①プログラム
地域住民の健康づくり、子どもを対象とした自然体験
プログラム、及びスポーツ・文化振興のための各種プ
ログラムを実施する。

②チーム
トップアスリート養成を目的とし、チームや個を育成
する。

③リーグ＆ゲーム
地域のスポーツ振興のため、各種スポーツリーグを実
施する。

④イベント
地域住民へ新しい活動へのきっかけづくりを行う。

事業内容
●エアロビ／大人を対象に2曜日、計4クラスを実施する。

●チャレンジスイミング／スイミングの苦手な子どもを対象に「25m泳げるようになるこ
と」を目標に実施する。

●硬式テニス／大人の中級者レベルを対象にスキルアップのクラスを2クラス実施する。

●サマーアドベンチャー／自然体験プログラムとしてキャンプなどを夏に実施する。

●硬式テニス／アスリートのクラスを週5日、ジュニアクラスを週2日実施する。

●チアリーディング／週2日のクラスを実施、イベントにて演技披露、講習会へ参加する。

●ホッケー／毎週日曜に実施、月に1度県内ジュニアのリーグ戦へ出場する。

●フットサルリーグ／1dayリーグ等のリーグ戦を実施する。

●硬式テニス／子どもを対象にトーナメント戦を実施する。

●エアロビ／メインアリーナにて体験会を実施する。

●キッズキッチン／子ども対象の料理教室を実施する。

サマーアドベンチャー 「岐阜県郡上八幡にキャンプに行こう！」参加者募集中

事業内容

日　程 2010年8月17～18日（1泊2日） 対　象 小学1年生～中学3年生

場　所 郡上八幡「レインボーオートキャンプ場」

金　額 ソシオ16,000円（税込）  ビジター20,000円（税込）（※オプション料金別）

定　員 40名

※詳細はクラブHP、受付等でご確認ください。

毎年恒例、夏の自然体験プログラム『サマーアドベンチャー』
今年は、岐阜県の郡上八幡で思い切り自然を満喫するキャンプです。大自然を体感でき
るシャワークライミングや洞窟探検＆魚のつかみ取りなど行います！冷た～い川の中で
のゲームや、バーベキュー、キャンプファイヤーにクラフト作りなども行いますよ。
友達誘ってぜひご参加下さいね！

ソシオ成岩スポーツクラブではスポーツスクール活動において地域の方 （々ボランティアアシスタント＝VA）と共に子どもの成長を
支え、見守っています。その活動の様子を全5回にわたってご紹介します。

剣道スクール
参加者数：24名　活動場所：成中 剣道場

－ソシオ成岩スポーツクラブではこんな活動をしています－〈ソーシャルプログラム事業〉

ＮＰＯ法人ソシオ成岩スポーツクラブはスポーツ振興くじの助成を受けています

⑤総合型クラブ研究開発センター事業

クラブ設立15周年を記念して、クラブを支援、協賛している地域住民が参加できるイベントや、クラブの次代を担う若者を育成するための研修会等
を実施する。

⑦15周年記念事業

スクール紹介 vol.1

シャワークライミングのようす

VAのコメント：剣道の理念である「剣道は
剣の理法の修練による人間形成の道であ
る」に基づき練習を行っています。中学生を
中心に仲間意識をもって楽しく活動してい
ます。一度見学をして雰囲気を感じてみま
せんか。

事業内容

バドミントンスクール
参加者数：97名
活動場所：成中旧体、クラブハウスメインアリーナ
VAのコメント：バドミントンを通して、人間
力を育成することをモットーに、明るい雰
囲気の中で一同活動しています。一度見
学をして、バドミントンの楽しさを体感して
みてください。

NEW ホッケースクール
参加者数：7名
活動場所：成中・小グラウンド
VAのコメント：2010年6月より開始した
新しい種目です！珍しい種目ではあります
が、成岩の地区にホッケー文化が根付いて
いくような楽しいスクール活動を行ってい
きます。ぜひ見学に来てください。

平成22年7月1日

ソシオ成岩スポーツクラブ・インフォメーション

発行人/特定非営利活動法人 ソシオ成岩スポーツクラブ　発行日/平成22年7月1日
〒475-0922 半田市昭和町3-8 クラブハウス TEL(0569)26-7771 FAX(0569)26-7773
http://www.narawa-sportsclub.gr.jp E-mail／narawa@themis.ocn.ne.jp
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