
令和元年度 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「スポーツで未来を!!」、「スポーツで地域の絆を!!」という２つの

スローガンを掲げ、「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」の 3本柱で活動し、総合型地域スポーツクラブ事業では、川崎区に新

たに創設するための足掛かりを固める１年となりました。 

 しかし、年度末に新型コロナウイルス感染拡大を防ぐために小学校や行政機関と連携し

ている事業、自主運営するスタジオなどでの教室事業を 1か月以上閉鎖したため、完結で

きなかった事業も多々ありました。 

 

「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。 

さらに、宮前区だけでなく川崎区の拠点作りに奔走した１年でした。 

「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。 

 

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市外からの相談も増加しました。 

高齢者健康増進事業では定期健康教室だけでなく、市営住宅や市民館への訪問教室も開催

し、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充実しただけでなく「地域の寺子屋事業」の受

託により、学校内での活動の場が拡大しました。 

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。 

 

令和元年度は、今後の当法人の飛躍につながる基礎作りの 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。小学校支援級の継続指導も展開。 

・日 時 通年 

・場 所 川崎市内各地・川崎市内小学校支援級 

・従事者人員 6人 

・対 象 者 知的障害者 及び 市民団体 

・費 用 額 168,200円 

 

イ 身体障害者スポーツ事業 

・内   容  車椅子アメフト、車椅子バスケ、ボッチャ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。 

川崎市や神奈川県などの共同事業、委託事業も展開。 

・日   時  通年 

・場   所  カルッツかわさき・宮前スポーツセンター 

市内県内各地小・中学校 など 

・従事者人員  45人 

・対 象 者  身体障害者 及び 一般市民 

・費 用 額  880,389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。 

併せて介護予防につながるセミナーや講演会を実施。 

地域ケア課、包括地域支援センターと連携し市営住宅の出張教室を開催。 

・日   時  通年 

・場   所  川崎市内の市民館などの施設・川崎市内の市営住宅・クラブハウス 



パワーライフスタジオ・宮前区役所向丘出張所・川崎市内各地 

・従事者人員  5人 

・対 象 者  高齢者 及び 介護従事者 

・費 用 額  53,363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体育・総合などの授業補助を実施。 

                地域の寺子屋事業の企画・運営(川崎市立宮前平小学校) 

        昭和女子大室内プールにおける幼児・小学生水泳指導。 

        体育補助士として小学校の体育の授業で指導。 

・日   時  通年 

・場   所  ゆらりん保育園など 15園・川崎市内市立小学校・昭和女子大学 など 

・従事者人員  24人 

・対 象 者  小学生・幼児 

・費 用 額  9,211,874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） 

        川崎区スポーツ事業協力(川崎区パワフル綱引き大会など) 

・日   時  通年 

・場   所  カルッツかわさき・宮前スポーツセンター など 

・従事者人員  28人 

・対 象 者  一般市民 

・費 用 額  1,265,648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運営。 

        動画などでの運動指導・情報発信。 

・日   時  通年 

・場   所  川崎市宮前区 クラブハウス・パワーライフスタジオ 

カルッツかわさき・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 

・費 用 額  2,255,094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  防犯スポーツプロジェクトの企画・運営。 

        一般社団法人市民住まい向上委員会との共同プログラム開発。 

・日   時  通年 

・場   所  教室事業として神奈川県・千葉県など各他小学校  

・従事者人員  15人 

・対 象 者  一般市民 

・費 用 額  100,759円 

 

⑥ スポーツ普及事業 

ア スポーツ普及事業 

・内   容  水球やエアロビックなどの普及や、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の委託事業。 

ウインドサーフィン・カーリングなどのトレーニングサポートや開発。 

・日   時  通年 

・場   所  市内全域、全国各地 

・従事者人員  10人 

・対 象 者  一般市民及びアスリート 

・費 用 額  5,934,701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 31年 4月 1日から令和 2年 3月 31日まで 

 

令和元年度 通年事業 

体育指導補助(川崎市教育委員会より受託 宮前平・旭町・渡田小学校) 

地域の寺子屋事業(川崎市教育委員会より受託 宮前平小学校) 

幼児・小学生水泳指導(うきうきクラブより受託 昭和女子大学屋内プール) 

幼児体育指導（神奈川県・東京都 15園） 

住まいのトラブルバスター制作協力(ラジオ日本より受託 健康コーナー) 

小学生向けエアロビクス指導教材作成(日本エアロビック連盟より受託) 

アクアゲーム普及事業(日本水泳連盟より受託) 

健康キャラバン(市内各地の市営住宅・市民館・出張所など) 

防犯スポーツプロジェクト(市内各地の小学校)※市外と受託事業は月別に表記 

ウインドサーフィン・カーリングサポート(パワーライフスタジオ・全国帯同) 

神木本町商店会 運営 

川崎市障害者スポーツ協会 運営委員 

川崎市総合型地域スポーツクラブネットワーク 会員 

神奈川県総合型地域スポーツクラブネットワーク 会員 

全国総合型地域スポーツクラブコミッション 会員 

 

総合型地域スポーツクラブレギュラー教室 

ファントレ(高齢者向け健康教室 毎週火曜日 クラブハウス) 

体育塾(小学生向け 毎週火曜日 宮前平小学校 / 水曜日 宮崎台小学校) 

部位別トレーニング(高齢者向け 毎週火・木曜日 パワーライフスタジオ) 

スローエアロビック(高齢者向け 毎週水曜日 パワーライフスタジオ) 

シェイプアップエアロ(成人向け 毎週水曜日 パワーライフスタジオ) 

水曜ナイトトレーニング(成人向け 毎週水曜日 パワーライフスタジオ) 

生活習慣病予防エクササイズ(シニア向け 毎週土曜日 パワーライフスタジオ) 

ミュートレ(成人向け 毎週金曜日 パワーライフスタジオ) 

燃焼トレーニング(成人向け 毎週金・土曜日 パワーライフスタジオ) 

宮前スポーツスクール(幼児・小学生向け 隔月 1回土曜日 宮崎台・宮前平小学校) 

スーパー体育塾(小学生向け カルッツかわさき) 

 

 



平成 31年 

4月  

エアロビクスワールドカップ運営協力（大田総合体育館） 

令和元年 

5月 

サイバスロン取材協力（カルッツかわさき） 

横須賀・三浦シニアツアー 

6月 

体育補助士事業開始(宮前平・渡田・旭町小学校) 

ディスカバーウォーク事業協力(宮前区役所向丘出張所) 

トリムバレー協力(川崎市立殿町小学校) 

厚木市立清水小学校防犯スポーツプロジェクト 

7月 

宮前ふれあいスポーツフェスティバル(宮前区役所より受託 宮前スポーツセンター) 

バスケットボール普及事業(中原区役所より受託 とどろきアリーナ) 

湘南学園(藤沢市) 防犯スポーツプロジェクト 

アクアゲームイベント（麻生・高津・宮前合同イベント 川崎市立久本小学校） 

8月 

カルッツ★パラスポ サマーフェスタ(カルッツかわさき) 

ボッチャ体験会(川崎競馬場) 

餃子祭り・車いすアメフトイベント(川崎競輪場) 

車いすアメフト体験会(富士通スタジアム川崎) 

南生田中学校 車いすバスケ体験会 

防災フェアステージ出演(横浜・赤レンガ倉庫) 

川崎市中学生放送委員会研修会(川崎市立川崎中学校) 

神木本町盆踊り・若宮神社大祭などの協力 

9月 

宮前区民祭 健康教室（宮前区役所） 

宮前区 PTA連合会 講演(宮前区役所) 

10月 

神木本町運動会 協力(平小学校) 

11月 

川崎区パワフル綱引き大会（川崎区役所から受託 カルッツかわさき） 

ストロング KAWASAKI(カルッツかわさき) 

12月 

防犯スポーツ教室(麻生区役所より受託 柿生小学校) 



ベトナムフェス in KAWASAKI(カルッツかわさき) 

 

令和 2年 

1月 

川越七福神 NWツアー 

SELF合同車いすアメフト体験会(久本小学校) 

車いすバスケ体験会(カルッツかわさき) 

2月 

こども文化センター3館(宮崎・有馬・野川)防犯スポーツプロジェクト 

防犯スポーツプロジェクト(麻生区役所より受託 王禅寺中央小学校) 

本郷第２小学校防犯スポーツプロジェクト(松戸市) 

3月 

コロナウイルス感染予防のため全クラス・イベント活動自粛 


