
総合型地域スポーツクラブ活動報告一覧 

（クラブマネジャー設置事業申請団体） 

助成事業者名 
交付決定額 

（千円） 

特定非営利活動法人アクアススポーツクラブ 4,136  

特定非営利活動法人 Club Grass Roots 北筑後 1,425  

ＮＰＯ法人しいだコミュニティ倶楽部 1,010  

特定非営利活動法人 LAC 2,481  

特定非営利活動法人ウェブスポーツクラブ２１西国分 1,425  

特定非営利活動法人北九州スポーツクラブＡＣＥ 2,481  

特定非営利活動法人北九州フットボールクラブ 2,481  

特定非営利活動法人ぜろまいるスポーツクラブ 2,481  

特定非営利活動法人田主丸カル･スポクラブ 2,481  

特定非営利活動法人わかばスポーツ＆カルチャークラブ 2,481  

  
 



 報告日：平成 25年 7月 21日 

平成 25年度 総合型地域スポーツクラブマネジャー活動報告書 

★ク ラ ブ 名： 特定非営利活動法人アクアススポーツクラブ   

★ク ラ ブ 所 在 地： 福岡県三潴郡大木町八丁牟田  

★クラブマネジャー（正）氏名： 森 裕之              

★クラブマネジャー（副）氏名： 中村 栄二              

★クラブホームページ： http://www.aqus-spclub.jp            

《クラブ紹介》 

 

 

 

 

 

 

《クラブマネジャー活動報告》 

 

 

 

 

 

 

 

写真（右ｸﾗﾌﾞﾏﾈｼﾞｬ‐正 左ｸﾗﾌﾞﾏﾈｼﾞｬｰ副） 

写真（クラブの活動風景） 

 

クラブマネジャー（正） 

 会員ニーズの把握、会員管理、教室企画立

案、ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰとの連携調整、クラブの活動

計画の考案及び実施、広報宣伝する為の準

備。 

 

クラブマネジャー（副） 

 経理処理、窓口受付、電話対応など（正）の

補助。 

① 平成 25 年４月１日現在のクラブの活

動会員数-382人 男女比-3：7 

② エアロビクス・アクアビクス・ヨガ・子供

プール教室など 

③ 大木町健康福祉センター及び温泉施

設との連携 

④ 新規会員獲得の為、広報宣伝に注力した結

果、多くの会員を獲得できた。今後クラブ継

続を促す事業内容の質に取り組みたい。 

http://www/


報告日：平成２５年７月２２日 

平成 25年度 総合型地域スポーツクラブマネジャー活動報告書 

★ク ラ ブ 名：NPO法人 club grass roots 北筑後                             

★ク ラ ブ 所 在 地：福岡県三井郡大刀洗町                             

★クラブマネジャー（正）氏名：甫木元 栄里                             

★クラブマネジャー（副）氏名：                             

★クラブホームページ：http://grass-roots.jimdo.com/                         

《クラブ紹介》 

 

 

 

 

 

 

《クラブマネジャー活動報告》 

 

 

 

 

 

 

 

  

写真（クラブの活動風景） 

 

・保育園での体育教室を通して地域の子供

たちの育成に携われており、地域行事（お

祭りや町民体育祭）への参加で地域活性化

に寄与できている。 

・小学生サッカーにおいて年四回の公式戦

に参加。 

・クラブマネジャーとして、より多くの方々

にスポーツを楽しんで頂けるように、地域

要望を収集し教室・大会等を開催したい。 

まずはグランドゴルフ教室開催！！ 

① 平成 25 年 4 月 1 日現在 

会員数：132 名（男性：女性＝８：２） 

4 歳～49 歳まで 

② サッカー・フットサル、保育園体育教室 

③ 福岡県三井郡大刀洗町、小郡市周辺 

④ 日々の定期的な運動によりスポーツの楽

しさを伝えている。また健康、地域コミ

ュニティづくりに寄与できているが、今

後の課題は女性参加や高齢者参加であ

る。 

写真（クラブマネジャー） 

 



報告日：平成２５年６月２６日 

平成 25年度 総合型地域スポーツクラブマネジャー活動報告書 

★ク ラ ブ 名：     ＮＰＯ法人しいだコミュニティ倶楽部 

★ク ラ ブ 所 在 地：     福岡県築上郡築上町大字高塚７８７番地２ 

★クラブマネジャー（正）氏名：     中山 育美 

★クラブマネジャー（副）氏名：     久本 成美 

★クラブホームページ：      http://fs-club.jp/shiida/ 

《クラブ紹介》 

 

 

 

 

 

 

《クラブマネジャー活動報告》 

 

 

 

 

 

 

 

写 真 （ ク ラ ブ の 活 動 風 景 ）

 

・会員のニーズを把握し、活動メニューの

企画立案。新しい事に目を向ける。 

・福岡県総合型地域スポーツクラブ連絡協

議会の理事として、県内各クラブの活動情

報を収集し、クラブ運営に反映。 

・昨年から開始した障がい者スポーツ教室

の普及、高齢者のスポーツ参加人口の増員、

子どもの運動能力の向上なども視野に入

れ、魅力あるプログラムづくりを目指す。 

① 会員：個人 331 名/3 団体 267 名 

男 37%女 63% /60 歳以上 72% 

② 主な活動種目：ﾋﾟﾝﾎﾟﾝ、ｽﾄﾚｯﾁ、ｸﾞﾗﾝﾄﾞｺﾞ

ﾙﾌ、ﾋｯﾌﾟﾎｯﾌﾟ、太極拳他、16 教室 

③ 活動拠点：築上町公共施設（体育施設等） 

④ 日々の活動内容及び定期的な活動の成果

評価：課題：16 定期教室、年間 16 ｲﾍﾞﾝﾄ

を開催し、会員のﾆｰｽﾞに答え会員自らも

企画や運営までも楽しみながら全員でク

ラブを育てていくｼｽﾃﾑができている 

 

 正）中山育美    副）久本成美  



報告日：平成２５年７月１９日 

平成 25年度 総合型地域スポーツクラブマネジャー活動報告書 

★ク ラ ブ 名： 特定非営利活動法人 LAC                             

★ク ラ ブ 所 在 地： 福岡県北九州市若松区                            

★クラブマネジャー （正 ）氏 名： 城戸康希                            

★クラブマネジャー （副 ）氏 名： 吉田彩花                            

★クラブホームページ： http://www.lac.jpn.com/                        

《クラブ紹介》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《クラブマネジャー活動報告》 

写真（クラブの活動風景） 

 

今年度より、女性のためのウォーキング教

室を開始し、幅広い年代の成人女性に運動を

行う機会の提供ができるようになった。今後

は、多世代にわたって良い活動内容を提供で

きるように、スタッフの更なる知識・技能の

習得や、経験の蓄積が必要とされる。 

また、行政や各種団体との意見交換や連携

を積極的に図っていきたい。 

①177 名(男 6：女 4) 

②陸上競技、バスケットボール、テニス、ウ

ォーキング、キッズスポーツ 

③八幡西区(本城公園、洞北緑地) 

④陸上競技においては、小学生が県大会出

場、中学生が全国大会への出場権を得るな

ど、活躍を見せてくれている。 

 今後の課題として、陸上競技以外の種目に

ついても、春休みや夏休みを利用したクラブ

イベントを開催できるように取り組んでい

きたい。また、各種目の会員数の増加に一層

努めるとともに、指導者の養成・確保が必要

と考える。 

写真（クラブマネジャー） 

  

クラブマネージャー（正）クラブマネージャー（副） 



報告日：平成２５年７月２２日 

平成２５年度 総合型地域スポーツクラブマネジャー活動報告書 

★ク ラ ブ 名： 特定非営利活動法人ウェブスポーツクラブ２１西国分                            

★ク ラ ブ 所 在 地：福岡県久留米市諏訪野町                             

★クラブマネジャー（正）氏名： 櫻木 英一                             

★クラブホームページ： 調整中                         

《クラブ紹介》 

 

 

 

 

 

 

《クラブマネジャー活動報告》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊マネジャーの活動はクラブハウスでの自主的運営

の教室等の企画、立案、連絡調整。既存クラブに係

る施設開放委員会の連絡、調整（市委託事業）を学

校と行っている 

＊久留米市とは連絡協議会や市主催の指導者育成や

ニュースポーツ教室等の事業の計画、立案、実施を

行っている 

＊広域スポーツセンターや県関係ではアシスタント

マネジャー講習会の講師や連絡協議会のアドバイザ

ーを行っている。 

＊久留米市の中で総合型地域スポーツクラブが健

康・福祉・都市計画などの部署と横のつながりが持

てるようにしていきたい。 

＊文部科学省委託事業「地域スポーツとトップアス

リートの好循環推進プロジェクト」 

① 会員数 450 名 （男性  女性） 

  小中学生： 高校生： 20 歳～40 歳： 

  50 歳以上： 

② jr バレー、jr サッカー、剣道、空手、ヨガ 

グランドゴルフ、健康教室、卓球、体操教室、

ダンス教室・・など 30 種目 

③ 西国分小体育館、グランド、諏訪中体育館、

武道場、ウェブ 21 クラブハウス 

④ 既存のクラブとの融合が上手くいっている。 

  健康教室等の参加者が増えることが課題 

 



 

報告日：平成２５年７月１９日 

平成 25年度 総合型地域スポーツクラブマネジャー活動報告書 

★ク ラ ブ 名：  特定非営利活動法人北九州スポーツクラブＡＣＥ   

★ク ラ ブ 所 在 地：  福岡県北九州市昭和一丁目１番５号           

★クラブマネジャー（正）氏名：        上 村  英 樹                  

★クラブマネジャー（副）氏名：        多 田  向 陽                  

★クラブホームページ：  http://www.ace-sports.jp/            

《クラブ紹介》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ①会員数 

 総数：２３３名（男１４６名、女８７名） 

 ・内訳 

  幼：２２名、小：１５６名、中：２１名 

  高：２名、20 代：１名、30 代：５名 

  40 代：１０名、50 代：８名 

  60 代：６名、70 代：２名 

②活動種目（全１６教室…文化系含む） 

 スポーツ探検隊、サッカー、バレー、 

 バドミントン、大人のレクリーション 

 ランニング（上級）、健康ランニング、 

 親子にこにこ体操、バスケットボール、 

 フリースタイルバスケ、陸上、野球、 

ヒップホップダンス、健康ウォーキング 

スポーツ探検隊＋、自主学習サポート 

③活動拠点 

 ・ＡＣＥクラブハウス（八幡東区） 

 ・北九州市立高見小学校（八幡東区） 

 ・北九州市立大学（小倉南区） 

 ・北九州市立鞘が谷競技場（戸畑区） 

④活動内容、成果 

 北九州スポーツクラブＡＣＥでは、地域に根

付き、多世代の方が様々なスポーツを行うサポ

ートをしています。今後の課題は、行事等の景

況を受けない活動拠点の確保です。 

写真①：ジュニア向け出張教室 

写真②：サッカークラブ練習風景 

写真③：貯筋ステーション事業（シニア向け） 



《クラブマネジャー活動報告》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■クラブマネジャー業務 

①自治会、学校等との連携 

 地域のまちづくり協議会（町内会）に参

画させていただき、地域の催しに企画・運

営から積極的に参加している。学校との連

携としては、当クラブと連携する北九州市

立大学地域創生学群学生を部活動の外部講

師として派遣したり、クラブの活動場所を

提供したりしている。 

②スポーツセンター、体育協会との連携 

 福岡県総合型地域スポーツクラブ連絡協

議会の理事として月２回以上、福岡県スポ

ーツ振興センターに出向き、連携している。 

 また、市体育協会から市総合体育館トレ

ーニング室受付管理業務を管理委託をうけ

たり、市体育協会主催事業の事業委託をう

けたりしている。 

③クラブマネジャーとしての取り組み 

・クラブ会員管理（会費・入退会等の手続

き等） 

・市、県などの行政からの委託事業の事務

処理及び指導。また、行政主催事業への講

師派遣業務等。 

・地域社会において、小学校区・町内会の

会議、行事への参加、健康・スポーツ事業

への講師派遣業務 

④今後取り組みたいこと 

 クラブ設立から６年がたち、さらに良い

クラブにするために新たな事業展開をして

いきたい。総合型地域スポーツクラブとし

て地域に根付くことはもちろんのこと、な

くてはならないクラブへと進化していくた

め新規事業を企画し、取り組んでいきたい。 

 クラブマネジャー（正）：上 村 英 樹 

クラブマネジャー（副）：多 田 向 陽 



報告日：平成２５年７月２２日 

平成 25年度 総合型地域スポーツクラブマネジャー活動報告書 

★ク ラ ブ 名： 特定非営利活動法人 北九州フットボールクラブ                            

★ク ラ ブ 所 在 地：福岡県北九州市門司区新門司北 2-6-2                             

★クラブマネジャー（正）氏名：井上 修                             

★クラブマネジャー（副）氏名：藤田 桃子                             

★クラブホームページ：http://www. kitakyushu-fc.org/                        

《クラブ紹介》 

 

 

 

 

 

 

《クラブマネジャー活動報告》 

 

 

 

 

 

 

 

写真（クラブの活動風景） 

 

平成２５年４月からクラブマネジャーとし

て、クラブが運営する女子サッカーチームの

管理運営や、テニス大会・テニス教室・フッ

トサルサークルなど多岐に亘るスポーツイベ

ントを企画したり、実施したりしています。 

特にテニス大会は、実施し始めてもうすぐ

１００回目を迎えます！！ 

今後は、地元小中学校や自治会などともジ

ョイントしてのイベントも積極的に取り組ん

で行きたいと思います。 

 

○平成 25 年４月１日現在のクラブ会員数 

（正会員）３５人 （シニアサッカー）４０人 

（レディースサッカー）３０人（テニス会員）５０人 

○活動種目：サッカー・フットサル・テニス 

○活動場所：新門司スポーツ施設、桃園運動場 

○活動の成果・評価・課題 

 平成１６年にサッカーを中心とした地域スポーツの

振興を目的として活動を開始したが、これまでに市

民サッカークラブを行政や地元企業及び市民の皆様

とともに J リーグに昇格させ、現在は女子サッカー

チームを中心に、テニスやフットサルの大会や教室

も開きながら、「楽しむスポーツ」とともに「勝つス

ポーツ」にも力点を置きながら、活動を続けている。 

写真（クラブマネジャー） 

  

クラブマネージャー(正)

井上 修 

クラブマネージャー(副)

藤田 桃子 

http://www/


報告日：平成２５年７月２２日 

平成 25年度 総合型地域スポーツクラブマネジャー活動報告書 

★ク ラ ブ 名： 特定非営利活動法人ぜろまいるスポーツクラブ 

★ク ラ ブ 所 在 地： 福岡県北九州市門司区東門司                         

★クラブマネジャー（正）氏名： 中村 邦彦                            

★クラブマネジャー（副）氏名： 早麻 雄策                            

★クラブホームページ： http：//zeromile2006.xsrv.jp/                        

《クラブ紹介》 

 

 

 

 

 

 

《クラブマネジャー活動報告》 

 

 

 

（正） 

 

 

 

 

 

（副） 

 

● 各種目の活動予定調整。 

● 行政と地域スポーツ発展に係る連携 

● 主催イベントの企画・運営。 

● 地域まちづくりとのイベント連携。 

 

今年度も、より地域に密着し、誰もが気軽

にスポーツできる環境づくりをめざし、種

目の多様化、芝生広場や施設の整備を継続

的に積極的に進めています。 

 

①幼児-11 歳（男 35 名、女 2 名） 

12 歳-14 歳（男 13 名、女 8 名） 

15 歳-17 歳（男 15 名、女 0 名） 

18 歳-29 歳（男 167 名、女 5 名） 

30 歳-59 歳（男 126 名、女 10 名） 

② サッカー、フットサル、バレーボール 

③ 新門司体育施設（北九州市門司区） 

④スポーツの普及、強化を行っています。『ス

ポーツでこころ豊かに』を理念としてがんば

っています。 



報告日：平成２５年７月１２日 

平成 25年度 総合型地域スポーツクラブマネジャー活動報告書 

★ク ラ ブ 名：  特定非営利活動法人 田主丸カル・スポクラブ   

★ク ラ ブ 所 在 地：  福岡県久留米市田主丸町             

★クラブマネジャー（正）氏名：  中村 智美  （写真左）               

★クラブマネジャー（副）氏名：  上野 智子  （写真右）              

★クラブホームページ：  http://www.fs-club.jp/karusupo/    

《クラブ紹介》 

 

 

 

 

 

 

《クラブマネジャー活動報告》 

 

 

 

 

 

 

・体育施設の管理運営により、利用者を通して

地域のスポーツ活動実態を把握。 

・クラブの理事会には、地域で活動されている

団体（商工会青年部・婦人会・スポーツ推進

委員）にも所属して頂き、運営に関する会議

を毎月１回行っている。 

・久留米市内にある 7 つの総合型による連絡協

議会を毎月１回行い、情報交換やイベント等

の共同開催を行っている。 

・他団体との連携を深めながら、多世代の人が

楽しめる活動に取り組んでいきたい。 

①クラブ会員数(平成 25年 4 月 1 日現在) 

 ・小中学生…145人 ・大人… 63人 

 ・指導者/コーチ…56 人  計 264人 

  ※男:女＝6：4 

②野球･サッカー･バレー･和太鼓 

硬式テニス･スポーツレクレーション 

③小学校･社会体育施設 

④文化及びスポーツ活動のサポート 

 子どもの健全育成や中高齢者の健康維持推進

など、他団体との連携を図りながら、地域住民

の健康・体力・仲間づくりに努めていきたい。 
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★クラブマネジャー（正）氏名：猪口志 曻                              

★クラブマネジャー（副）氏名：隈 真一郎                        

★クラブホームページ：                         

《クラブ紹介》 

 

 

 

 

 

《クラブマネジャー活動報告》 

 

 

 

 

 

地域や学校と連携を取りながら、地域奉仕

活動やイベントに参加。今後より積極的に

かかわっていきたい。 

福岡県スポーツ振興公社と月に一回程度の

面談と、月に一回程度の電話で情報交換を

行いながら活動。 

活動内容の更なる充実を図るために、財源

と会場の確保が課題。 

① 250 人 

② サッカー・水泳・ランニング 

③ 福岡市内（城南区・早良区・中央区） 

④ 会員が日々スポーツに触れる機会、日常

で味わうことのできない体験の機会を提

供している。さらに内容の充実を図り、

会員の豊かな生活の一助となれるよう努

力していきたい。 

  隈 

  猪口志 

 

 


