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総合型地域スポーツクラブ

２０２１年７月３日 ＮＯ.２０８号
（毎月第 1 土曜日発行）

やればできるコロナ克服！ ワクチンを接種してオリンピックを楽しみましょう!!
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久喜ジュニア陸上クラブ
■6 月の活動実績■
●定例練習（木曜日）
活動実績：３日・１０日・１７日・２４日
時間：１７時～１８時３０分
会場 ： 久喜市総合体育館サブアリーナ・久喜市総合運動公園多目的広場
●定例練習（土曜日）
活動実績：１日・８日・１５日・２２日・２９日
時間：１５時～１７時
会場 ： 久喜市総合運動公園・宮代総合運動公園ソフトボール場
■７月・８月の活動予定■
日

程

７ ／１(木)
／３(土)
／４(日)
／８(木)
／１０(土)
／１５(木)
／１７(土)
／１８(日)
／２２(木)
／２４(土)
／２９(木)
／３１(土)
８

／５(木)
／７(土)
／１２(木)
／１４(土)
／１９(木)
／２１(土)
／２６(木)
／２８(土)

内容（会場）
定例練習（久喜市総合運動公園多目的広場）
定例練習（久喜市総合運動公園陸上グランド）
日清カップ（熊谷）
定例練習（久喜市総合運動公園多目的広場）
定例練習（久喜高等学校陸上グランド）
定例練習（久喜市総合運動公園多目的広場）
定例練習（久喜高等学校陸上グランド）
キッズアスレティクス講習会（上尾）
定例練習（久喜市総合運動公園多目的広場）
定例練習（久喜高等学校陸上グランド）
定例練習（久喜市総合運動公園多目的広場）
定例練習（未定）
定例練習（久喜市総合運動公園多目的広場）
上尾陸上競技選手権夏季大会（上尾）
お盆休み
お盆休み
定例練習（久喜市総合運動公園多目的広場）
定例練習（久喜高等学校陸上グランド）
定例練習（久喜市総合運動公園多目的広場）
鴻巣市陸上競技選手権（鴻巣）

詳 細
１７時～１８時３０分
１５時～１７時
７時３０分集合
１７時～１８時３０分
１５時～１７時
１７時～１８時３０分
１５時～１７時
詳細未定
１７時～１８時３０分
１５時～１７時
１７時～１８時３０分
１５時～１７時
１７時～１８時３０分
詳細未定

１７時～１８時３０分
１５時～１７時
１７時～１８時３０分
詳細未定

■東京 2020 参画プログラムの実施■
小学校低学年を対象として本格的にスポーツを始める前のスポーツに興味をもってもらうため
の遊びの要素の強いゲーム的なプログラムを持って事業を実施し、スポーツに対する関心及び東
京 2020 オリンピック・パラリンピックの気運を醸成する。
【スポーツ鬼ごっこ体験会】
期日 ２０２１年７月１８日（日）
会場 久喜市総合体育館サブアリーナ
時間 １４時～１６時
対象 年長～３年生男女
内容 スポーツ鬼ごっこを行います。
【公式ルール】
①時間内にトレジャー（宝）を多くハント（獲得）したチームが勝ちとなる。
②相手のトレジャーを取りに行きながら、自陣の宝を守る。
③タッチする時は、必ず両手でしっかりとタッチする。
久喜ジュニア陸上クラブ
④T サークルの内側には守りの選手は入ってはいけない。
⑤センターラインを越えて敵陣に入り、相手にタッチされたら自陣の S エリアに戻れば、再ス
タートすることができる。
⑥敵陣の S エリアに入ると相手からタッチをされない。
⑦タッチする時に、押したり、叩いたり、危険な行為はしてはいけない。
詳細は改めてお知らせします。

久喜ジュニア陸上クラブ
■合宿のお知らせ■
今年度は下記の内容にて合宿を行う予定です。
●B・C クラス合宿
期日 ２０２１年１０月２３日（土）
・２４日（日）
会場 熊谷文化村「くまぴあ」
詳細未定
●A クラス合宿
期日 ２０２１年１２月１１日（土）
・１２日（日）
会場 熊谷文化村「くまぴあ」
詳細未定
※新型コロナウイルス感染拡大状況により、予定が変更になる場合がございます。
■キッズアスレティクス講習会■
今年度、指導者向けの講習会を開催します。
概要は下記の通りです。
期日 ２０２１年７月１８日（日）
会場 スポーツ総合センター 研修室 203・204 号室、体育実習室
開催予定時間 １０時～１６時
受講対象者 ２５歳以上男女
講習費用 20,000 円（ステージ１ 11,000 円、ステージ２ 9,000 円）
【キッズアスレティクスとは】
世界陸上競技連盟が子供の身体能力の基礎である「走る」
「投げる」
「跳ぶ」の３要素を基本とし
た世界共通の運動プログラムです。
【講習会について】
社会人指導者限定の通信講習形式で開講します：ステージ１基礎教育コース（講義科目）の部分
を通信講習とします。事前に教材を送付しますので、課題提出をお願いします。
ステージ 1 合格後ステージ２の集合講習を行います。
【講師プロフィール】
小林 敬和 氏
中央学院大学法学部教授。一般社団法人フューチャーアスレティクス代表理
事。現役時代の専門種目は陸上競技の十種競技であり日本選手権２連覇。
世界陸連公認コース教育課程講師であり指導者養成のスペシャリスト。
君野 貴弘 氏
一般社団法人フューチャーアスレティクス講師。現役時代は走高跳の元日本
記録保持者。現在は陸上競技の普及活動のため全国各地で子供達へ指導。
※当講習会は新型コロナウイルス感染拡大状況や、最少催行人数を満たさなかった場合中止とな
ります。あらかじめご了承ください。
■ユニフォームについて■
久喜ジュニア陸上クラブは新しい陸上競技用のユニフォームを作成します。
デザインはメールにてお送りしました。
サイズは ＳＳ・Ｓ・Ｍ・Ｌ となります。
代金は１着 6,000 円（シャツのみ）です。
購入希望の方は事務局まで申し出てください。アドバンスクラスの方は積極的な購入をお願いし
ます。パンツについては改めて紹介します。
■新規会員募集■
久喜ジュニア陸上クラブは一緒に陸上競技を楽しんでくださるお友達を募集しています。
【土曜日コース】
会場 久喜高等学校陸上グランド 他
時間 １５時～１７時
【木曜日コース】
会場 久喜市総合運動公園多目的広場 他
時間 １７時～１８時３０分
【共通】
対象 年長、小学１年生～６年生、中学生
持ち物 縄跳び
お問い合わせ
久喜ジュニア陸上クラブ 担当 松本
TEL 090-6516-7353
Mail trbss943@ybb.ne.jp
久喜市スポーツ少年団に加盟しています。走る・投げる・跳ぶを楽しく学びましょう！
陸上競技を通じて沢山のお友達も出来ます。また、保護者の方の当番や役員などはございません。

総合型地域スポーツクラブ

久喜東ソフトテニスクラブ
６月の活動実績

●定例練習（木曜日）
活動実績：３日・１０日・１７日（２４日中止） 時間：１７時～１８時３０分
会場 ： 青葉公園テニス場
●定例練習（土曜日）
活動実績：５日・１２日・２６日（１９日中止）
時間：９時～１２時
会場 ： 青葉公園テニス場

７月・８月の活動予定
活動日：毎週土曜日 ９時～１２時
青葉公園テニス場
毎週木曜日 １７時００分～１８時３０分 青葉公園テニス場
７月の活動日程
土曜日 ３日・１０日・１７日・２４日・３１日
木曜日 １日・ ８日・１５日・２２日・２９日
８月の活動日程
土曜日 ７日・２１日・２８日（１４日休）
木曜日 ５日・１９日・２６日（１２日休）

合宿のご案内
期日 ２０２１年８月２８日（土）～２９日（日）
練習場所 くまぴあテニスコート
宿泊場所 くまぴあ
詳細が決まりましたら、改めてお知らせします。

雨天分振替について
期日 ２０２１年７月７日・１４日・２１日・２８日
時間 １７時～１８時３０分
会場 青葉公園テニスコート １・２コート
６月の雨天代替分を行います。皆様のご参加をお待ちしております。

地創ハイキングクラブ
☆国営武蔵丘陵森林公園ウオーキング☆
明治百年記念事業として滑川町と熊谷市にまた
がる 304ha の広大な丘陵地に整備された全国
で初めての国営公園です。公園は雑木林を中心に
池沼、湿地、草地等、多様な環境を有しており、
首都圏において自然を身近に感じ、楽しめる場所
です。11 月頃、公園のイベントで「快適ウオー
キング」がある予定ですので、そこに参加する形
で紅葉を楽しみに訪れたいと計画しています。こ
のころにはコロナ禍が少しは治まって催行でき
る状況になることを期待しています。

夏の丘陵公園―ひまわり広場―

総合型地域スポーツクラブ
各教室からのお知らせ（７月・８月の予定）
久喜キッズダンススクール
７月の日程 ２日・ ９日・１６日・２３日・３０日
８月の日程 ６日・２７日（１３日・２０日休７/３０振替）
会場：久喜市総合体育館２階多目的ホール
時間：１７時３０分～１８時３０分（小学生の部）
１８時４５分～１９時４５分（中学生の部）
●練習曲
小学生クラス 曲名「DUN DUN」 歌手名 EVERGLOW
中学生クラス 曲名「HIP」 歌手名 MAMAMOO
久喜東健康体操教室
７月の日程
７日・１４日
８月の日程
４日・１８日
会場：地域交流センター（青葉団地郵便局前）
時間：原則、毎月第１・第３水曜日
１０時～１１時３０分
今年度より、血圧計とパラキシオメーターを使用して、健康チェックを行っています。
●新じゃがいも頒布会について●
７月上旬に新じゃがいもの原価での頒布会を予定しています。美味しい新じゃがいもです。

久喜東ヨガ教室
７月の教室日程
火曜コース １５時～
６日・１３日・２０日・２７日
木曜コース １０時～
１日・ ８日・１５日・２２日・２９日
８月の教室日程
火曜コース １５時～
３日・１０日・１７日・２４日・３１日
木曜コース １０時～
５日・１９日・２６日（１２日休）
会場：地域交流センター（青葉団地郵便局前）
久喜東初級ヨガ教室
７月の教室日程
１３時３０分～ ６日・１３日・２０日・２７日
８月の教室日程
１３時３０分～ ３日・１０日・１７日・２４日・３１日
会場：地域交流センター（青葉団地郵便局前）
☆休会についての扱いについて☆
２０２１年度よりヨガ教室を休会される方は、休会費として 1,000 円/月 を頂きます。
皆様のご理解、ご協力お願いします。
☆新規会員募集☆
久喜東ヨガ（火曜・木曜）教室は、現在新規会員を募集
しております。ご友人などでヨガに興味がある方がおり
ましたら、当ヨガ教室をご紹介お願いします。
皆様のご協力お願いします。

お問合せ・申込み
〒346-0013 埼玉県久喜市青葉 3-10-1―101 担当 松本
TEL・FAX 0480-53-5539
携帯 090-6516-7353
（電話受付：火曜～金曜 祝祭日を除く 10 時～16 時）
Mail trbss943@ybb.ne.jp
H P https://www.sckukihigashi.com/

総合型地域スポーツクラブ
「スポーツ鬼ごっこ教
室」開催（再掲）
+

運営委員会・理事会報告・お知らせ

●陸上(彩の国小学生陸上クラブ交流会 6/13
熊谷競技場の駐車場使用不可のため中止
●トト誓約書及び財務諸表提出 6/15
日本スポーツ振興センター
●6 月の体験会
開催日まで日にちがありませんが、積極的に
ソフトテニス 6/19、ヨガ 6/22、6/24
ワクチンを接種し、何とか皆さんと共に協力し
●子どもゆめ基金第 2 次募集申請の変更
てコロナを克服してオリンピックを実現し、感
夏休みディキャンプを中止、年度末クラブレ
動を共有したいと願っています。たくさんの方
クレーション活動に変更を申請 6/25
の参加でオリンピックを盛り上げましょう。
●スポーツ鬼ごっこ教室試行 6/26、7/3
（スポーツ鬼ごっこ）
市民Ｇ 陸上Ｃクラス対象に実施
遊びとしての鬼ごっこに、スポーツとしての戦
東京 2020 参画プログラムのための試行
術や戦略のルールを加えた誰でも気軽に参加で
●ソフトテニス部内大会の開催 7/3・17
きる楽しいニュースポーツです。本格的にスポ
●陸上日清カップ 7/4 熊谷
ーツを始める前の入門にお勧めです。
Ａクラス及びＢクラス希望者
１ 事業名 スポーツ鬼ごっこ教室
●キッズアスレチック講習会 7/18
２ 期日 7/18(日) ＰＭ1 時～
スポーツ総合センター ＡＭ座学ＰＭ実地
３ 会場 市民体育館サブアリーナ
参加費補助 クラブ指導者に参加費の半額
４ 対象 小学 3 年生以下～（年長さんまで）
●東京 2020 参画プログラム「スポーツ鬼ご
５ 参加費 無料
っこ教室」開催 7/18 市民体育館
６ 持物 運動できる服装、体育館シューズ、
久喜市広報及び案内チラシを新聞折り込み
飲物、汗拭きタオル等
●事務局夏季休業 8/12～16
７ 申込 事務局(担当松本)まで(締切：7/16)
休業日に予定している教室は、月 5 回目等
８ その他 コロナ克服にご協力をお願します
に変更します。ご迷惑をおかけしますが、ご理
解をお願いします。
2020 年度決算報告
●全日本小中学生ダンスコンクール
コロナ禍で運営に苦労した 2020 年度の決算書
8/16～18 コロナ禍で中止 代替検討中
を添付しました。金銭面ではゆとりのあるよう
●ソフトテニス合宿 8/28・29 くまぴあ
に見えますが、補助金頼みの不健全な財政運営
合宿のしおりを配付します。何か事情があり
です。何とか補助金頼みからの脱却が急務です。 ましたら、事務局まで連絡をお願いします。
コロナを克服してオリンピックを感動しよう!!
東京 2020 参画プログラム
スポーツ鬼ごっこ教室を開催

口座振替等のご案内
７月分会費は、６月 2８日引落しをさせて頂きました。８月分の会費は、７月 2８日の引落しで
す。ご不明な点がございましたら遠慮なく事務局までお問合せ下さい。変更手続きがある場合は、
毎月 5 日までに届けをお願いします。
(編集後記) 私共の法人は、特定非営利活動法人という公益法人です。設立や活動にいろいろと厳
しい条件が付いています。その結果、法人住民税は減免となっていますし、毎年財務状況を含めた
活動報告書の提出も求められています。更に、来年度からは総合型クラブ登録認証制度によって県
総合型クラブ連絡協議会の審査を受けるとともに、スポーツ団体ガバナンスコードの取得・登録が
義務付けられています。こうした公的保証制度によって公共的使命が担保された団体でありながら
当地域においては、こうしたことに関係部署は全く知見がなく、単なる趣味的な法人格もない活動
内容も不明な団体と同一の扱いになっています。このことは、この地域の行政トップを始めとする
職員の知的レベルがいかに貧弱かを如実に示しています。私共はこうした地域の実情に対して、ど
う対応していくかについて県といろいろ話し合いを重ねてきました。その中での 1 つの結論とし
て、地域活性化のためには地域間の差別化を進めなければ状況の改善は望めないという認識があり
ます。知的レベルの低いやる気のない市町村は置き去りにして、積極的に少子高齢化に対処する地
域だけで前に進むということです。そうしないと共倒れになってしまうという危機感です。
（松島）
スポコミ久喜の HP
（発行所）
ＮＰＯ法人スポーツコミュニティ久喜
HP にはスポコミ久喜
のスケジュールや試合
結果を掲載していま
す。
「スポコミ久喜」で
検索してみて下さい。

ＨＰ

https://www.sckukihigashi.com/

ブログ http://sckh.exblog.jp
メール sportskh@qb3.so-net.ne.jp
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総合型地域スポーツクラブ
2020 年度決算報告
１

事業活動総括
予想もつかない大変な年になりました。新型コロナウイルスの感染爆発はリスク管理
の重要性を認識させられました。事業は 3 カ月の完全休業、その後も活動場所の制約等、
事業運営に四苦八苦しましたが、何とか乗り越えられました。法人設立以来の事業の核
であったサッカー部門の昨年度の一般社団法人への移管がリスク削減に大きく寄与し、
１年間耐え忍ぶことが出来ましたが、年度当初の計画は達成できずに終わり、現状維持
がやっとでした。
(１) 重点目標として掲げた３つの事業の成果
① トト助成事業の実施
●陸上トップアスリート招聘練習会の開催
トト助成事業ではなく久喜市の市民活動補助金を活用して中村水月選手を招聘し、
１２／１２に開催しました。市内外の小中学生多数が参加して盛大に行うことが出
来、クラブのＰＲだけでなく陸上競技の普及に大きく貢献できました。
●新規会員獲得事業（体験会）の開催
陸上競技、ソフトテニスの短期教室を春と秋に予定していたが、新型コロナウイ
ルスの影響で７月のテニスのみの実施に終わりました。
陸上競技においての体験会は９月１０月の２回実施したが、派遣事業会社に指導
者派遣を依頼したため、大幅な赤字でした。しかし、参加者の評判は高く多数の入
会者が得られた。ソフトテニスは体験会を実施するも参加者の応募がなく既存の方
法では効果が得られず、今後の反省事項となった。なお、３月実施のテニスの体験
会は、新聞折り込み広告を試行したが、結果は大きな直接的成果は得られなかった
が、間接的に当クラブの認識度の向上に大きな役割を果たしたと考えています。
② 久喜市地域提案型補助金事業の実施
新型コロナウイルスの感染拡大で補助金事業が無くなり、トト助成事業で予定して
いた事業（陸上トップアスリート招聘練習会）について、同じ久喜市の市民活動推進
補助金を使って実施したが、当初の予定のクッキーダンスフェステバルはコロナ禍も
あり断念しました。次年度以降、実現を目指します。代替として近隣のクラブに呼び
掛けて、合同発表会を開催し成果が得られた。
③ ジュニア硬式テニス教室の立上げ
新型コロナウイルスの感染拡大によって、会場確保が不能となったため、教室の立
上げは断念した。また、テニスというスポーツの性格上、この地での立上げは難しい
と判断しました。
④ ジュニアユースサッカーチームの立上げ準備
前年度からの宿題でしたが、新型コロナウイルスの感染拡大で 2021 年度の発足も
保留としました。今後は年代に囚われずに中期的に立上げを画策していきます。
⑤ 総合型クラブに対する新たな登録・認証制度への対応準備
制度の立上げがコロナ禍で 2022 年度に延期となったため、情報の収集に努めてお
り、その一環としてスポーツ団体ガバナンスコードの取得を行いました。
以上が重点目標についての結果ですが、想定外の新型コロナウイルスの感染拡大で計
画は大幅に修正となり多くの事業が計画断念に追い込まれ、法人の存続問題に関わる事
態となりましたが、国の各種の支援金の助けで何とか持ちこたえたのが実情です。

２

2021 年度事業計画
コロナ禍の中で本年度前半は、東京五輪の開催年になったことも絡んで、大きな新規
事業の実施は難しいと判断し、基本的に年度後半に重点事業を実施することで計画して
います。また、東京五輪後に打ち出されると予測される様々なスポーツ施策に対しての
適切かつ迅速な対応が重要になることから、情報収集にしっかりと備えます。
なお、東京五輪開催を前提に、五輪応援プログラムを五輪開会式前に実施します。
(重点事業)
①東京 2020 応援プログラムとして「スポーツ鬼ごっこ教室」の実施
②総合型クラブキッズダンス合同発表会の開催
③陸上トップアスリート招聘練習会の開催
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活動計算書（2020 年 4 月 1 日～2021 年 3 月 31 日）
科
目
金
額

Ⅰ

経常収益
１

入会金

136000

２

年会費

281850

３

法人月会費

1247500

４

種目月会費

2574300

５

練習着代

136000

６

東ＦＣ負担収入

774000

７

助成金

3477633

８

雑収入

179

経常収益計

Ⅱ

8627462

8627462

単位：円

8627462

経常費用
１

事業費
(1)人件費
給料／手当

0

法定福利費

0

謝金

1170630

人件費計

1170630

1170630

(2)その他経費
支払保険料
用具費

5853

施設使用料

85910

指導者費

85000

登録費

73603

消耗品

5414

ユニフォーム

129000

旅費

401070

その他
その他経費計
事業費計
２

118550

管理費
(1)人件費

88445
992845

992845
2163475

2163475

給料／手当

2660000

法定福利費

432122

労働保険料

61070

職員旅費

62000

理事旅費
人件費計

381000
3596192

3596192

(2)その他経費
印刷費

19122

事務消耗品

80565

郵送／手数料

10474

イベント費

4280

職員研修費

14154

租税公課

2900

団体加盟費

14620

広告宣伝費

0

交際費

0

電話代

64073

家賃

750970

電気料金等

67749

水道料金

20966

情報通信費

78205

減価償却費

211860

雑費
役務費
福利厚生費
その他経費計
管理費計

15202
0
51020
1406160

1406160
5002352

経常費用計

※

7165827

当期正味財産増減額

1461635

前期繰越正味財産額

122606

次期繰越正味財産額

1584241

正味財産の処分については、リスク対応基金として２／３を蓄えます。１／３は
広報関係の強化として疲弊したクラブ体制の強化に使います。

注記

5002352

特定非営利活動に係る事業以外の事業は行っていません。

４

貸借対照表（2021 年 3 月 31 日現在）
科

Ⅰ

目

金

単位：円
額

資産の部
１ 流動資産
小口現金
普通預金

34844
1733171

未収助成金

143000

流動資産合計

1911015

1911015

２ 固定資産
備

品

61383

事務所備品

30034

ＡＥＤ

42000

事務所内装費

207300

倉庫(青葉)

75486

物置(事務所)

32116

屋外照明機器

131658

会計ソフト

34445

ＡＥＤ蓄電池

26161

固定資産合計

640583

資産の部合計
Ⅱ

640583
2551598

2551598

負債の部
１ 流動負債
未払い旅費

255000

短期借入金(役員借入)

212357

計
流動負債合計

467357
467357

467357

２ 固定負債
長期借入金(代表理事)
固定負債合計
負債の部合計
Ⅲ

500000
500000

500000
967357

967357

正味財産の部
前期繰越正味財産
当期正味財産増減額

122606
1461635

正味財産合計

1584241

1584241

負債及び正味財産合計

1791017

2551598

