
令和２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

たに創設した「ファンズスポーツクラブ川崎」が正式クラブになるまでの基盤作りの 1年

となりました。 

 今年度は、新型コロナウイルス感染拡大予防のため高齢者施設や地域の町内会館などで

出張教室や、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

事業を閉鎖や規模縮小したため、完結できなかった事業やイベントも多々ありました。 

 しかしオンラインで対応したり、動画配信などで新たな形態で事業を遂行する方法を模

索する 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。コロナ禍でも行えるプロジェクトとして「ボトルキャッ

プで ABCプロジェクト」を立ち上げ、オンラインでも行える障害者支援や国際交流などを

始めました。 

「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。 

宮前区では「宮前いきいき通信」の発刊、川崎区では「川崎ディスカバーウォーク」を川

崎区役所と連携をして開始するだけでなく、当法人のオリジナル YouTubeチャンネル「フ

ァンズ TV」を本格スタートしました。 

「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。 

川崎区の公式 YouTubeチャンネルと連携して動画を使った啓発活動など新たな展開を始め

ました。 

 

令和２年度は、今後の当法人が自粛期間でも活動を続けていくための基礎作りの 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。 

さらにはアスリートと共に支援級に出向いてボトルキャップでアート作品を 

作成し展示などの活動を行う。 

・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 242,200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 

市内各地の小学校や運動施設で体験教室を開催。 

・日   時  通年 

・場   所  カルッツかわさき・市内子ども文化センター 

市内県内各地小・中学校 など 

・従事者人員  6人 

・対 象 者  身体障害者 及び 一般市民 

・費 用 額  174,351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。 

社会福祉協議会・地域ケア課、包括地域支援センターと連携し出張教室

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  255,183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・旭町小学校) 

        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など 

・従事者人員  24人 

・対 象 者  小学生・幼児 

・費 用 額  7,647,492円 

 

④ 地域スポーツコミュニティ事業 

 

ア ファンズスポーツクラブ宮前運営事業 

・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。 

        宮前ふれあいスポーツ BOOK制作協力。 

        宮前区内子どもと高齢者・障害者をつなぐビデオレター。 

        宮前区内のスポーツ情報をまとめる「宮前スポーツ.net」の運営。 

        宮前いきいき通信(高齢者用情報誌)3か月に 1回の発行。 

        宮前区内のパン屋や地域商店のネットワークつくり。 

         

・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 

宮前平小学校・向丘出張所など 

・従事者人員  16人 

・対 象 者  一般市民(宮前区民) 

・費 用 額  1,339,478円 

 



イ ファンズスポーツクラブ川崎運営事業 

・内   容  総合型地域スポーツクラブの運営 

        カルッツかわさきでのイベント企画・制作。 

        令和 2年度かわさき区いきいき提案事業「川崎ディスカバーウォーク」 

        企画・運営。 

        大師公園など川崎区内施設のネットワーク化。 

・日   時  通年 

・場   所  川崎市川崎区 カルッツかわさき 

旭町・宮前・渡田小学校、大師公園など 

・従事者人員  24人 

・対 象 者  一般市民（川崎区民） 

・費 用 額  2,330,359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・東京都など各他小学校や公園施設 

・従事者人員  15人 

・対 象 者  一般市民 

・費 用 額  93,804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、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  4,390,093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 

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月 31日まで 

 

■令和 2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・旭町小学校) 

幼児体育指導・ゆらりん保育園（神奈川県・東京都 15園） 

社会福祉協議会・いこいの家運動指導 

宮前いきいき通信 3か月に 1回発行 

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) 

中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)  

ウインドサーフィンプロ選手サポート(パワーライフスタジオ・全国帯同) 

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 

カローリング・ボッチャ教室(障害者 及び全市民 月曜日 カルッツかわさき) 

体育塾(小学生向け 火曜日 宮前平小学校) 

部位別トレーニング(高齢者向け 火・木曜日 パワーライフスタジオ) 

健康キャラバン(高齢者向け 火曜 カルッツかわさき) 

スローエアロビック(高齢者向け 火曜 カルッツかわさき/水曜 パワーライフスタ

ジオ) 

シェイプアップエアロ(成人向け 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 土曜日 パワーライフスタジオ) 

燃焼トレーニング(成人向け 土曜日 パワーライフスタジオ) 

 

オンライン通年 

ファンズ TV・ファンズ STUDY(当法人公式 YouTube) 

楽天シニア コラム及び動画配信 



■令和 2年 

4月  

ボトルキャップで ABCプロジェクト プロジェクト発表 

日本健康倶楽部さんにフェイスガード制作委託 

5月 

動画チャンネル「FUNS STUDY」立ち上げ 

宮前いきいき通信 創刊 

6月 

グリーンバード川崎 川崎駅前清掃参加 

7月 

アート作品制作(川崎市立旭町小学校・支援級） 

アート作品募集開始 

8月 

中学校エアロビック指導映像制作開始(日本エアロビック連盟より委託) 

川崎駅東口・銀柳街「ウィロードパーク」制作協力 

ABCプロジェクト無観客配信イベント 

カルッツかわさき「ABCプロジェクト」展示 

9月 

南町田鶴間公園 防犯スポーツプロジェクト(東急スポーツシステムより委託) 

10月 

富士見公園パークチャレンジ 運営協力(川崎区地域教育会議・川崎区役所主催) 

11月 

元気アップ教室(旭町・宮前小支援級合同事業)～2月 

旭町小学校 寺子屋体験事業～スノードームを作ろう 

カルッツ★パラスポ オータムフェスタ(カルッツかわさき) 

12月 

ベトナムフェス in KAWASAKI(カルッツかわさき) 

■令和 3年 

1月 

防犯スポーツ教室(麻生区役所より受託 麻生小学校) 

2月 

SELF合同車いすソフトボール体験会(高津スポーツセンター) 

3月 

地域をつなぐビデオレター制作協力(宮前区役所より委託) 

宮前ふれあいスポーツ BOOK制作(宮前区役所より委託) 


