
平成 29年度 事業報告書 

 

法人の名称 特定非営利活動法人ファンズアスリートクラブ 

 

 

1 事業の成果 

 

当法人の理念である「スポーツで明るい未来と地域の絆を!!」を達成するため、「ボーダレ

ス・スポーツ・プロジェクト」と「総合型地域スポーツクラブ」「心体サポート」という 3

つのプロジェクトに事業を中心に活動を大きく前進させ、活動した 1年となりました。 

 

「ボーダレス・スポーツ・プロジェクト」では、障害者運動機会創出事業、スポーツ地域

安全事業を中心に展開しました。 

「総合型地域スポーツクラブ」では、高齢者健康増進事業、青少年健全育成事業、地域ス

ポーツコミュニティ事業、スポーツ普及事業を中心に展開しました。 

「心体サポート」では、高齢者健康増進事業、地域スポーツコミュニティ事業、スポーツ

普及事業を中心に展開しました。 

 

地域活動においては、神木本町商店会の加盟や町内会・自治会との連携拡大、地域企業と

の協働事業、川崎市内のプロレス団体「HEAT-UP」との連携協定など地域とより深くなれた

1年だと思われます。 

 

障害者運動機会創出事業では、身体障害者スポーツを通して多くの団体とのネットワーク

も出来て、活動の場が広がっていきました。 

スポーツ地域安全事業では、防犯スポーツプロジェクト、自転車チャレンジを中心にアス

リートとボランティア、地域住人達とのイベントも急増しました。 

高齢者健康増進事業では定期健康教室だけでなく、パワーライフスタジオでコミュニティ

型のフリータイムが作れ、地域の高齢者との触れ合いの機会も急増しています。 

地域スポーツコミュニティ事業では、青少年健全育成活動を中心に総合型地域スポーツク

ラブの活動や、地域の学校機関との連携もとれ、夢教育 21や保育園の幼児体育指導など学

校機関とも連携が獲れる様になりました。 

スポーツ普及事業もボクシングやカーリングなど確実に拡大しました。 

 

平成 29年度は、今後の当法人が連携を拡大した 1年になりました。 



2 事業内容 

 

２ 事業内容 

（１） 特定非営利活動に係る事業 

 

① 障害者運動機会創出事業 

ア 知的障害者スポーツ事業 

・内 容 知的障害者の体力向上や社会に溶け込むための機会の創出のため、知的障害者

の運動教室や支援従事者に向けた必要な安全な器具の研究・開発やプログラム 

研究・開発を行う。 

プロレス団体「HEAT-UP」と協働で放課後等デイサービスなどに訪問。 

・日 時 通年 

・場 所 川崎市内及び東京都内各地 

・従事者人員 6人 

・対 象 者 知的障害者、発達障害者 及び 市民団体  のべ約 650名 

・費 用 額 721,643円 

 

イ 身体障害者スポーツ事業 

・内   容  車椅子ラグビー、車椅子アメフト、車椅子バスケ、ブラインドサッカー 

サウンドテーブルテニスなどの障害者スポーツの普及として、市内各地

の小学校や運動施設、公共施設で体験教室を開催。 

さらに、研修などスポーツボランティアの育成も行う。 

川崎市や神奈川県、施設管理者などとの共同事業、委託事業も展開 

・日   時  通年 

・場   所  宮前スポーツセンター、カルッツかわさき、富士通スタジアム川崎 

水元スポーツセンター、宮前市民館 などの運動施設 

市内各地小学校 など 

・従事者人員  45人 

・対 象 者  身体障害者 及び 一般市民  のべ約 2,500名 

・費 用 額  1,232,415円 

 

②高齢者健康増進事業 

ア 高齢者健康増進事業 

・内   容  高齢者向けの介護予防につながるプログラムの研究・開発  及び 介護

予防や身体年齢を下げるためのスポーツイベントや教室を実施する。 

併せて介護予防につながるセミナーや講演会を実施する。 



・日   時  通年 

・場   所  川崎市内の市民館などの施設・クラブハウス・パワーライフスタジオ 

        さぎぬまふれあい広場、川崎市内各地 

・従事者人員  10人 

・対 象 者  高齢者 及び 介護従事者 のべ約 1,200名 

・費 用 額  173,715円 

 

③ 青少年健全育成事業 

ア 青少年健全育成事業 

・内   容  幼児、小学生などの運動指導や理科・総合などの授業補助を実施する。 

        体育補助士として小学校の体育の授業で指導 

                川崎市教育委員会から 夢教育 21 委託 

・日   時  通年 

・場   所  ゆらりん保育園など 13園  

川崎市内市立小学校 3校（宮崎台・宮前平・渡田小学校） など 

・従事者人員  18人 

・対 象 者  小学生・園児 のべ約 9,000名 

・費 用 額  7,263,335円 

 

④ 地域スポーツコミュニティ事業 

ア 地域交流スポーツイベント事業 

・内   容  地域のアスリートと一般市民が交流し、スポーツの魅力を伝えていく。 

        宮前区スポーツ事業の協力（宮前ふれあいスポーツフェスティバルなど） 

                川崎をモチーフにしたスポーツイベント(KAWASUKE) 

・日   時  通年 

・場   所  宮前スポーツセンター など 

・従事者人員  10人 

・対 象 者  一般市民 のべ約 1,800名 

・費 用 額  2,516,400円 

 

イ 総合型地域スポーツクラブ運営事業 

・内   容  総合型地域スポーツクラブの運営 

        通年の全世代対象のスポーツ教室（10クラス） 

・日   時  通年 

・場   所  川崎市宮前区 宮崎台/宮前平小学校など 

・従事者人員  16人 



・対 象 者  一般市民 のべ約 8,000名 

・費 用 額  4,547,740円 

 

⑤ スポーツ地域安全事業 

ア アスリート地域安全事業 

・内   容  アスリートを通じた自転車のマナーアップ教室 

        防犯スポーツプロジェクトの展開 

        一般社団法人市民住まい向上委員会とのプログラム開発 

・日   時  通年 

・場   所  教室事業として神奈川県・東京都各他小学校 など 

・従事者人員  15人 

・対 象 者  一般市民 のべ約 2,500名 

・費 用 額  56,557円 

 

⑥ スポーツ普及事業 

ア スポーツ普及事業 

・内   容  アクアゲームや自転車競技などの普及や、ルール・身体効果などの研究・ 

開発や日本水泳連盟、日本エアロビック連盟などの委託事業 

ボクサー・カーリングなどのトレーニングサポートや開発 

格闘技の普及（ストロング KAWASAKI） 

・日   時  通年 

・場   所  市内全域、全国各地 

・従事者人員  8人 

・対 象 者  一般市民及びアスリート のべ約 7,000名 

・費 用 額  5,364,373円 

 

(2)その他の事業 

 

無し 



資料 1 

特定非営利活動法人ファンズアスリートクラブ 活動内容 

平成 29年 4月 1日から平成 30年 3月 31日まで 

平成 29年 

通年(4月～) 

■体育指導補助 3校(川崎市教育委員会 夢教育 21 宮前平・宮崎台・渡田小学校) 

■幼児体育指導（神奈川県・東京都 13園） 

■総合型地域スポーツクラブレギュラー教室 

[児童・青少年] 

体育塾(小学生向け体力向上事業 毎週火・水曜日 宮崎台小学校) 

アクティブキッズプロジェクト(幼児向け 月 1回土曜日 宮崎台 or宮前平小学校) 

宮前スポーツスクール(小学生向け 月 1回土曜日 宮崎台小学校) 

アクアゲーム教室（スポーツ普及事業 毎週日曜日 TAC中野） 

防犯スポーツプロジェクト（各地） 

[成人] 

フリートレーニング（毎週水・土・日 パワーライフスタジオ） 

水曜ナイトフィーバー（毎週水 パワーライフスタジオ） 

[高齢者] 

アクティブシニアフライデー（毎週金 パワーライフスタジオ） 

ファントレ(毎週火曜日 クラブハウス) 

健康教室（第 2・４月曜日 幸市民館・日吉分館） 

ノルディックウォーキング(宮前区内・毎月１回 鷺沼ふれあい広場他) 

[トップアスリート・アーチスト] 

A&Aサポート 

生駒大輔選手・中井忠則選手（ウインドサーフィン） 

富士急カーリング部（カーリング） 

後藤あゆみ選手(～11月まで) （ボクシング） 他 

 

団体加盟活動 

川崎市総合型スポーツネットワーク 会員 

一社)神奈川県総合型スポーツクラブネットワーク 会員 

川崎市障害者スポーツ協会 運営委員 

一社)全国スポーツクラブコミッション 会員 

宮前平小学校 施設開放委員会 運営委員 

 



平成 29年 

 

4月  

総研ホールディングス 安全大会（府中の森芸術劇場 健康指導） 

エアロビック・ワールドカップ（太田体育館） 

5月 

障がい者スポーツ体験会（葛飾区水元スポーツセンター） 

6月 

川崎市水道局みずみずフェア（溝の口駅構内） 

長沢上水道広報施設開館記念式典（川崎市長沢浄水場） 

7月 

宮前ふれあいスポーツフェスティバル(宮前スポーツセンター) 

かわさき AGフェスタ（麻生・高津・宮前合同アクアゲーム・イベント） 

アクアゲーム・イベント（世田谷区立城山小学校 他） 

小学生体育授業イベント（フロンタウンさぎぬま） 

8月 

ファンズキャンプ（千葉・青少年の家） 

小学生体育授業イベント（フロンタウンさぎぬま） 

障害者イベント（富士通スタジアム） 

ボールゲームフェスタ(とどろきアリーナ) 

9月 

桐蔭学園 防犯スポーツプロジェクト 

川崎市下水道フェア（溝の口駅構内） 

10月 

体育の日事業 KAWASUKE(カルッツかわさき) 

障がい者スポーツデー みんな DEスポーツフェスティバル(カルッツかわさき) 

11月 

ストロング KAWASAKI(カルッツかわさき) 

宮前区民祭 

平・白幡台・代田・聖学院小学校 防犯スポーツプロジェクト 

HEAT-UP 新百合ヶ丘大会（新百合ヶ丘） 

神木本町スポーツ大会（平小学校） 

12月 

宮前区向丘地区 連合町内会 講演 

神木本町商店会 入会 

 



平成 30年 

1月 

横浜金沢七福神 NWツアー 

宮前平小学校 キラ☆どき ワールド 

南生田小学校 車椅子ラグビー指導 

久本小学校 地域の寺子屋事業(全 3回) 

HEAT-UP 社会貢献キャラバン（ひばりヶ丘 放課後デイサービス） 

2月 

こども文化センター3館(宮崎・有馬・野川)合同イベントにてスポーツ指導 

HEAT-UP 社会貢献キャラバン（新井薬師 放課後デイサービス） 

障がい者スポーツデー 車椅子アメフト（宮前スポーツセンター） 

トキワ松学園・帝京小学校 防犯スポーツ 

3月 

小中学生上下水道局コンクール授賞式（エポックなかはら） 

HEAT-UP 多摩スポーツセンター大会車椅子スポーツ体験（多摩スポーツセンター） 

宮スポフェスタ（宮前スポーツセンター） 

シニア社会参加事業 講師（幸市民館・日吉分館） 

三田小学校 防犯スポーツプロジェクト 

川崎リバーサイド駅伝ボランティア参加 


