
平成 30年度  事業報告 

 

１ 総 会 

（１）日時：平成 30年６月２日（土） 午後３時から同４時 30分まで 

   会場：京都府スポーツセンター Ｄ会議室（京都テルサ東館３Ｆ） 

出席クラブ数 出席；24クラブ 委任状出席；14クラブ 計 38クラブ 

＊総会の成立；加盟クラブ数 47クラブ、過半数以上の出席で成立 

 １）協議事項 

  第１号議案；平成 29年度事業報告（案）について 

  第２号議案；平成 29年度決算（案）について 

  第３号議案；京都府総合型地域スポーツクラブ連絡協議会新規加盟クラブについて 

        加盟希望団体：「さんＳＵＮスポレククラブ」（長岡京市） 

        採択の結果、承認された。   

第４号議案；平成 30年度事業計画（案）について 

  第５号議案；平成 30年度予算（案）について 

 ２）報告・連絡事項 

  ア 京都府内の総合型地域スポーツクラブ一覧について 

  イ 会費納入について 

  ウ 近畿ブロッククラブネットワークアクション 2018について 

  エ 国体選手派遣事業・京のスポーツ夢バンクについて 

  オ 地域力再生プロジェクトについて 

  カ 第６回京都ご当地グルメリレーマラソンについて 

  キ スポーツリーダー養成講習会について 

  ク クラブ交流会について 

  ケ 京のクラブネット「活動写真コンテスト」について 

  コ 京都府広域スポーツセンター「人材育成研修会」について 

     昨年度開催クラブからの報告・感想 

３）情報交換 

 ◆別紙資料に基づき各ブロックより「ブロック協働助成事業」について報告 

  ア 北部ブロック協働助成事業報告 

    報告内容：「インターバル速歩を学ぶ」、「ｍａｉｚｕｒｕぶらぶら散歩」 

  イ 中部ブロック協働助成事業報告 

    報告内容：「講演:経営運営から学ぶクラブ運営、人材発掘の考え方研修 

           ～人が輝くから売上があがる～」 

        ：「運動遊びウォーミングアップ体験研修会とノルディックウォーキング」 

  ウ 乙訓・京都市ブロック 

    報告内容：「第13回京都府総合型地域スポーツクラブ交流会」 

  エ 山城ブロック 

    報告内容：「ボッチャで祭り」 

        ：「シャボン玉に祈りを込めて 3.11私たちは忘れない」 



 

 ４）周年表彰 

ア 表彰クラブ：京たなべ・同志社スポーツクラブ、鬼楽スポーツクラブ 

イ 平成29年度生涯スポーツ表彰：口頭報告（野中広域スポーツセンター次長） 

    ①生涯スポーツ功労者表彰：森口茂会長 

    ②生涯スポーツ優良団体表彰：フォー遊クラブ、ふるさとスポーツクラブ 

 ◆ニュースポーツ見本市（13:30～14:30） 

  ・総会開会前に各ブロック持ち寄りのニュースポーツを体験 

    北部ブロックなし             中部ブロック：ボッチャ 

     乙訓・京都市ブロック：ウエルネスダーツ  山城ブロック：トリコロキューブ 

 ◆情報交換会 クラブ16名、事務局５名  計21名参加 

 

２ 運営委員会 

（１）目的 

連絡協議会の事業について、クラブ間の連携を密にし、各クラブ及び各ブロックの

活動を活性化させ、より効果的な事業の企画と効率的な運営の体制を確立することを

目的とする。 

（２）活動報告 

   定例会議；平成 30年４月から平成 31 年３月まで実施 

    第１回；４月 16日（月）19:00～ 京都府体育協会役員室（京都テルサ） 

第２回；５月 16日（月）19:00～      〃 

第３回；６月 27日（水）19:00～ 南つつじヶ丘コミュニティセンター 

    第４回；８月 28日（火）19:00～ 京都府体育協会役員室（京都テルサ） 

    臨 時；９月 26日（水）19:00～      〃 

    第５回；10月 17日（水）19:00～ 山城総合運動公園体育館 

第６回；２月 10日（日）14:00～ 網野体育センター 

活動内容 

    ○平成 30年度事業・予算等についての検討 

     ・第６回京都ご当地グルメリレーマラソン 

     ・第 14回クラブ交流会 

    ○各ブロックよりブロックでの活動状況について、情報の共有 

    ○平成 31年度事業についての企画立案・予算についての検討 

    〇運営委員会 役員の変更について 

 

３ 第 14回クラブ交流会 

  （担当：山城ブロック） 

（１）目的 

府内の総合型地域スポーツクラブの運営スタッフ・会員が直接会し情報交換・交流

を深めクラブ間の連携を進めることにより、クラブをより一層充実・発展させること

を目的とする。 

（２）実施日時・会場 

   平成 30年 11月 18日（日）午前 10時から午後３時 30分まで 



   山城総合運動公園体育館 

（３）参加者数 

     53名 12クラブ（参加クラブ数内訳；北部１，中部３，乙･京３，山城５） 

（４）内容 

  ・スポーツ体験交流  ・情報交換会（30名参加） 

 

４ ブロック交流会；ブロック協働助成事業による 

（１）目 的 

   京都府総合型地域スポーツクラブ連絡協議会の４ブロック（北部ブロック、中部ブ

ロック、乙訓･京都市ブロック、山城ブロック）がブロックごとで企画・運営し実施す

る事業に対して支援を行う。ブロック交流会を実施しブロック間での情報交換や交流

をより深め、各クラブの活性化に還元することを目的とする。また、ブロックが主体

的に企画・運営することで、連絡協議会の自立に向けた事務局機能の移行にも視野に

入れる。 

（２）内 容 

   ブロック単位で企画・運営し開催する実技交流会、講演会、研修会、イベント等 

   ※ 主催ブロック以外のクラブ会員の参加も可能 

（３）支援内容 

  ア 年間４事業（各ブロック１事業）に１事業上限 10万円を助成 

イ 希望ブロックに対して食糧費以外の事業費を助成する。 

ウ １ブロックで申請できるのは１事業のみとする。 

エ 各ブロック内で主管クラブを設定し、経理処理については主管クラブが責任を持

って行うこと。 

（４）実施日時・会場 ※内容詳細については、別途報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

種別 ﾌﾞﾛｯｸ名 主管クラブ 日時・会場 事業名 内容 助成額

北部
NPO法人

網野スポーツクラブ

12月16日（日）
シェアスペース
Space HAMAKAZE

北部ブロック交流会

第１部　講演会
「食で地域を繋げる」　講師：関 奈央弥 氏
 （京丹後市地域おこし協力隊/管理栄養士）
「NPO法人取得後の活動」　講師：垣尾 靖 氏
 （NPO法人Sports Club RAINBOW代表理事）
第２部　親睦会・食事を楽しみながら交流を図った

75,000

中部 富本クラブ

(1)10月13日（土）
   京都ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ
(2)２月17日（日）
   スパーク園部

中部ブロック交流会

(1)「クラブ運営に役立つｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ講座～伝えたはずか
ら伝わったへのｺﾂ」
　講師：日本ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ能力認定協会本部ﾄﾚｰﾅｰ
　　　　　竹内 　博士氏
(2)日本の伝統文化「蹴鞠（けまり）研修

100,000

乙訓・
京都市

長五校区総合型
地域スポーツクラブ

２月３日（日)
乙訓高校体育館

乙訓・京都市
ブロック交流会

・スポーツ交流
　（トリコロキューブ、ボッチャ、トランポリン体験、手作り
教室、スラックライン、スポーツ吹き矢、セーフティー
ウォークナビ、ワンバウンドフラバールバレー、ウエルネ
スダーツ、京都弁ラジオ体操）
・懇親会（表彰、クラブ紹介、新聞フリスビー大会）

100,000

山城
寺田西総合型

地域スポーツクラブ

(1)12月１日（土）
   宇治支援学校
(2)３月９日（土）
   山城総合運動公園

(1)ボッチャDE祭り
(2)災　復興支援～そ
の時あなたはどうす
る～

(1)山城ブロック館内の各クラブ会員及び各支援学校を対
象に「ボッチャ」の交流大会を実施した。
(2)山城教育局管内の住民を対象に、災害時の対処法
（サバイバル術、生命維持・健康維持等）をテーマに５名
の講師を招いて研修会を実施した。

100,000

ブ
ロ

ッ
ク

平成30年度　京都府総合型地域スポーツクラブ連絡協議会『ブロック協働助成事業』　実施一覧　【実績】



 

５ ブロック会議（北部、中部、乙訓・京都市、山城） 

（１）目 的 

   近隣のクラブ相互の連携・協力を推進し各クラブの充実・発展を期すため、地域特

性に応じた情報交換、課題検討を行う。また、ブロックでの独自事業について検討す

る。 

（２）実施日時・会場 

  〇北部ブロック；平成 30年５月 24日（木）19:00～ 宮津市福祉･教育総合プラザ 

               ７月 19日（木）19:00～   〃 

８月 30日（木）19:00～   〃 

９月 19日（水）19:00～   〃 

11月 28日（水）19:00～   〃 

２月 13日（水）19:00～ 宮津市民体育館内 RAINBOW事務所 

  〇中部ブロック；平成 30年６月 14日（木）19:00～ 京都トレーニングセンター 

               ７月 26日（木）19:00～   〃 

               12月 12日（水）19:00～   〃 

  〇乙訓･京都市ブロック；平成 30年６月 20日（水）19:30～ 京都府体育協会役員室 

               ８月１日（水）19:30～    〃 

             ９月７日（金）19:30～    〃 

      12月 12日（水）19:30～   〃 

   平成 31年１月 16日（水）19:30～   〃 

  〇山城ブロック；平成 30年４月 20日（金）19:30～ 宇治 

６月 21日（木）19:00～ 田辺中央体育館 

７月 10日（火）19:00～ 山城総合運動公園体育館 

８月 24日（金）19:00～   〃 

９月 19日（水）19:00～   〃 

10月 12日（金）19:00～   〃 

11月 14日（水）19:00～   〃 

12月 14日（金）19:00～   〃 

平成 31年１月 18日（金）19:00～    〃 

２月 13日（水）19:00～    〃 

３月 19日（火）19:00～    〃 

 

６ 専門部会 

（１）目的 

運営委員会の議決により必要に応じて設置し、協議内容について具体的に検討する

部会を設けることで連絡協議会の事業運営をスムーズに行うことを目的とする。ま

た、色々なアイディアを蓄積していくことで、今後の事業発展に繋げる。 

（２）構成 

   委員；本協議会加盟の各ブロックに所属しているもの 

   任期；１年〈平成 30年度総会～平成 31年度総会まで〉 

（３）活動報告；実施日時･会場は、「５ブロック会議」と同日 

  ア 部会 

   ①クラブ交流会担当  【山城ブロック】 



    (クラブ交流会担当のブロックが担い､クラブ交流会の企画検討及び運営を行う。) 

   ②事業企画検討部会  【中部ブロック】 

    (次年度クラブ交流会を担当するブロックが担い、担当年度に向けて準備を行う。 

     今後連絡協議会で検討したい事業を検討する。) 

   ③研修部会      【北部ブロック】 

    (クラブ及び連絡協議会の今後に向けて必要な研修会を企画する。) 

   ④収益事業部会    【乙訓･京都市ブロック】 

    (京都ご当地グルメリレーマラソンにおける総合型ブース等に関する企画検討をす

る｡ 連絡協議会の収益になる事業を検討する。) 

   

 

７ 第６回京都ご当地グルメリレーマラソン 

（府民総合体育大会オープニングフェスティバルの一環として実施） 

（１）目的 

府民総体における府民参加型イベントとしてクラブの会員・運営スタッフ等が参加

することにより、府内の総合型地域スポーツクラブの認知度を高めるとともに、クラ

ブ間の交流を深める。また、連協特設ブースを出店しこのイベントに有志で運営スタ

ッフとして参加することにより、ノウハウを研修し、それぞれの地域で、イベントを

開催する等、クラブをより一層充実・発展させることを目的とする。 

（２）実施日・会場 

   平成 30年 10月 28日（日）京都府立山城総合運動公園（太陽が丘） 

（３）マラソン参加者 

   総合型クラブ関係での集客；281名（全参加者数；2,093名） 

   試験的に開催したファミリーラン；５チーム 19名参加 

（４）総合型ブース 

   ジュース販売；912本・ホットコーヒー販売；98杯 

   売り上げ；143,324円  利益；38,523円 

 

８ クラブ協働助成事業 

（１）目的 

府内の総合型地域スポーツクラブが協働で行う事業に対して支援を行う。 

（２）内容 

   複数のクラブで企画・運営し開催する実技交流会、講演会、研修会、イベント等 

   ※ 主催クラブ以外のクラブ会員の参加も可能 

（３）支援内容 

  ア 年間３事業に１事業上限３万円を助成。 

イ 希望クラブに対して食糧費以外の事業費を助成する。 

ウ 同一クラブから複数事業の申請はできない。 

エ 経理処理については主管クラブが責任を持って行うこと。 

（４）採択方法 

   申請された事業が多数の場合は、下記の条件を満たす事業を優先とする。 



   採択については運営委員会にて検討する。 

    〈優先条件〉 

     １．活動停滞中のクラブと協働で行う事業 

     ２．所属ブロックが異なるクラブ同士で行う事業 

     ３．初めて申請するクラブの事業 

   ※申請及び報告、経理処理については、事務処理要領に記載のとおりに行うこと。 

（５）実施一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９ クラブスタッフ研修支援事業 

（１）目的 

総合型地域スポーツクラブの関係者が一堂に会する研修会に参加することで、運営に

関するノウハウ等や府の枠を超えたネットワーク強化繋がり、クラブの更なる充実･発

展への契機とする。また、それらの情報を蓄積することで府内のクラブが求める研修会

を企画検討する材料となり、更にその研究会を計画実行することにより、クラブ運営が

より活発になることを目的として実施する。 

（２）対象 

①日本スポーツ協会主催 近畿ブロッククラブネットワークアクション2018への参加

旅費一部補助（平成30年11月４日(日) 於 大阪産業大学Wellness2008） 

②総合型地域スポーツクラブ近畿ブロック連絡協議会主催の研修会への参加旅費補助 

募集内容 

ア 事務所所在最寄り駅又はバス停を起点とし､会場地までの往復旅費を助成する。 

イ 各クラブ上限額は２万円。 

ウ 日本スポーツ協会資格義務研修としての参加は除く。 

エ スポーツ振興くじ助成と重複しないこと。 

  ③本協議会主催の研修会への事業費補助 

  募集内容 

   ア 実施研修会に対して食糧費以外の事業費を助成する。 

   イ 専門部会で検討し、運営委員会にて承認を得たものに限る。 

   ウ 申請は本協議会研修部会（専門部会）担当ブロックとする。 

種別 申請・主管クラブ 協働団体名 日時・会場 事業名 内容 助成額

南つつじヶ丘
スポーツクラブ

ひえよしクラブ
通年
吉川小学校
南つつじヶ丘小学校

クラブ協働事業

活動が停滞しているひえよしクラブと毎週
水曜日に協働で活動し、ひえよしクラブの
活性化をはかった。また、１月20日にはバ
ドミントン大会を開催した。

30,000

NPO法人
紫明倶楽部

NPO法人
東宇治スポーツクラブ

３月19日（火）
紫明会館

おむすびで人結び

NPO法人アスロン代表の井原氏をお招き
し、神戸で実施されている「おむすびプロ
ジェクト」事業についての講習会を開催し
た。

30,000

NPO法人
Sports Club
RAINBOW

IDEゆうゆう
スポーツクラブ

２月２日（日）
宮津市立
府中小学校体育館

フラッグフットボール
研修会

立命館大学学生を講師とし、小学生を対
象にフラッグフットボールの講習会を実施
した。

30,000

平成30年度　京都府総合型地域スポーツクラブ連絡協議会『クラブ協働助成事業』　実施一覧　【実績】

ク
ラ
ブ



（３）交付一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会議名

主催団体

実施日・場所

内容

NO． 申請クラブ 助成金単価 人数

1 IDEゆうゆうスポーツクラブ 1,520 2 3,040

合計額 3,040

平成30年度京都府総合型地域スポーツクラブ連絡協議会
 『クラブスタッフ研修支援事業』申請クラブ一覧

近畿ブロッククラブネットワークアクション2018

公益財団法人日本スポーツ協会総合型地域スポーツクラブ全国協議会
（SC全国ネットワーク）

平成30年11月４日（日）・大阪産業大学Ｗellness2008

　・地域スポーツクラブにおける障がい者スポーツの取組み事例発表
　・基調講演
　・6ブース事例発表

助成金


