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            ２９年度 事業計画           第４号議案 

① 各種スポーツスクール・サークル運営事業 

ア）事業内容 

         地域住民のコミュニケーションを図り、仲間づくりや健康増進、青少年の健全育成、 

技術のレベルアップを目標に、スポーツスクール・サークル活動事業を実施。 

イ）収益額  １２，５００，０００円  

費用額   ９，４７６，０００円 

【内訳】  臨時雇用賃金  ３１３，０００円   諸謝金   ５，０００，０００円 

  消耗品費    ７５０，０００円   旅費交通費 １，０５０，０００円 

   賃借料     ４００，０００円   通信運搬費    ８０，０００円 

   保険費      ５０，０００円   医薬品費      ２，０００円 

什器備品費   ５００，０００円   支払助成金 １，２００，０００円 

           雑 費     1 ３１，０００円 

 

 

NO 
教室名 日程 時間帯 参加費 対象＆会場 

1 

 

小学生の水泳教室 

 

月曜日 17：00～19：00 
会  員 8,000/期 

未会員 9,500/期 

 

 

小 1～3年生（40名） 

豊田スタジアム 

プール 

2 水曜日 17：00～19：00 
会  員 8,000/期 

未会員 9,500/期 

3 金曜日 17：00～19：00 
会  員 8,000/期 

未会員 9,500/期 

4 
ジュニア 

硬式テニス教室 
土曜日 9:00～11:00 

会   員 10,000/ 期

未会員 12,000/期 

小・中学生（30名） 

加茂川公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 

5 キッズテニス教室 日曜日 2回/月 9:30～11:30 
会  員 2,500/期 

未会員 5,000/期 

4歳～小 3（20名） 

広川台小体育館 

6 
小学生 

ドッジボール教室 
土曜日 13：30～16：30 

会  員 3,000/期 

未会員 6,000/期 

小学生（20名） 

東山体育センター 

7 少年軟式野球教室 土曜日 9:00～12:00 
会  員 1,200/期 

未会員 3,600/期 

小 1～4年（30名） 

古瀬間運動広場 

8 
女子 

ソフトボール教室 
日曜日 8:00～12:00 

会  員 1,000/期 

未会員 3,000/期 

小 4～6女子（20名） 

野見小運動場 

9 
なでしこ少女 

サッカースクール 
水曜日 17:30～18:30 会 員 6,000/期 

小 1～6女子（30名） 

東山運動広場他 

10 女子サッカー教室 
木曜日 

第 3・4土曜日 
19:00～21:00 

会  員 2,400/期 

未会員 3,900/期 

小 4～一般（30名） 

東山運動広場他 

11 
ジュニア 

サッカー 教室  
火・木・金曜日 19:00～21：00 会  員 18,000/期 

中学生～（20名） 

東山運動広場 他 

12 
メグクラブ    

ゴルフ教室 
第 1・3 月曜日 19:00～21:00 会  員 1,500/期 

一般（40名） 

志賀ゴルフ場 



12 

 

13 インディアカ教室 水曜日 3回/月  13:30～15：30 
会  員 3,000/期 

未会員 5,000/期 

中学生以上（20名） 

体育センター競技場 

14 
ノルディック 

ウォーキング教室 
第 1･3 日曜日 9：30～11：00 

会  員 1,800/期 

未会員 3,000/期 

一般（15名） 

体育センター周辺 

15 

バドミントン教室 

水曜日 19:00～21:00 

会  員 

高以上 4,500/期 

小･中 3,500/期 

未会員 

高以上 6,500⋰期 

小・中 5,000/期 

小学生～一般 

（30名） 

東山小体育館 他 
16 土曜日 13:00～15:00 

17 
あしたば卓球教室

（中級） 
木曜日 9:00～13:00 

会  員 2,500/期 

未会員 3,000/期 

一般（25名） 

体育センター競技場 

18 卓球教室（初級） 水曜日 10:00～12:00 
会  員 3,000/期 

未会員 4,000/期 

一般（25名） 

体育センター競技場 

19 
和のフィットネス 

NOSS教室 
第 2･4 水曜日 11:15~12:00 

会  員 500/回 

未会員 600/回 

一般（25名） 

体育センター談話室 

20 
ソフトエアロビクス 

教室 
金曜日 10:05～11:05 

会  員 2,500/期 

未会員 2,700/期 

一般（25名） 

体育センター談話室 

21 
やさしいピラテス 

教室 
水曜日 10:00～11:00 

会  員 2,500/期 

未会員 2,700/期 

一般（25名） 

体育センター談話室 

22 健美体操教室 第 1･3 水曜日 11:15～12:15 
会  員 1,800/月 

未会員 2,300/月 

一般（25名） 

体育センター談話室 

23 
ロコモトレーニン 

教室 
金曜日 11:15～12:15 

会  員 2,500/期 

未会員 2,700/期 

一般（25名） 

体育センター談話室 

24 
美里リフレッシュ 

ヨガ教室 
金曜日 13:30～14:30 

会  員 2,500/期 

未会員 2,800/期 

一般（25名） 

体育センター談話室 

25 水中運動教室 水曜日 11:00～12:00 
会  員 9,600/12回 

未会員 12,500/12回 

一般（10名）豊田 

スタジアムプール 

26 スポーツ吹矢教室 第 2･4木曜日 9:30～11:30 
会  員 1,800/月 

未会員 2,000/月 

一般（20名） 

体育センター競技場 

27 骨盤改善ヨガ教室 火曜日 10:15～11:15 
会  員 2,500/期 

未会員 2,800/期 

一般（25名） 

体育センター談話室 

28 骨盤ダイエット教室 水曜日 13:30～15:00 
会  員 2,500/期 

未会員 2,800/期 

一般（25名） 

体育センター談話室 

29 
シニア 

有酸素運動教室 
火曜日 13:30～15:00 

会  員 2,500/月 

未会員 2,800/月 

シニア（15名） 

体育センター競技場 

30 
心身メンテナンス 

ヨーガ教室 
木曜日 13：30～15：00 

会  員 2,500/月 

未会員 2,800/月 

一般（15名） 

体育センター談話室 

30 デトックスヨガ教室 日曜日 9：30～10：30 
会  員 2,500/月 

未会員 2,800/月 

一般（15名） 

体育センター談話室 
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31 東山スタンツ教室 

前期（毎週金） 

5/12～6/30 

前 期（毎週金） 

10/6～12/1 

18:00～19:30 
小学１～4年生 

各教室 120名 
体育センター競技場 

32 元気ッズ体操教室 5月～10月 16:15～17;15 
小学１～4年生 

（30名） 
東山小学校 

33 ジュニア卓球教室 第 1･3土曜日 18:30～20:00 
小学５～中学生 

（15名） 
体育センター競技場 

34 東丘幼稚園体育教室 28回/年 15:00～16:00 園児 30名 東丘幼稚園 

35 ダンス教室 毎週水曜日 

16:00～16:50 

17:00～17:50 

18:00～18:50 

幼 児 20名 

低学年 20名 

高学年 20名 

体育センター談話室 

36 幼・保巡回指導 各園 3回 午前中 園児（50名） 東丘幼・東山・野見 

37 幼児英語教室 土曜日 3回 10:00～11:45 年中・年長児 体育センター談話室 

 

 

スクール活動 （年間） 

NO 教室名 日程 時間帯 参加費 対象＆会場 

１ 少年野球 

高橋ファイターズ 

毎週土曜日 9:00～12:00 小学 1～６年生 

（50名） 
東山小学校グランド 

２ 毎週日曜日 9:00～17:00 

３ 
少年サッカー 

ＳＣ美里 

（各教室 40名） 

毎週水曜日 19:00～21:00 小学３～６年生 美里中学校グランド 

４ 毎週木曜日 19:00～21:00 小学４～６年生 五ヶ丘運動場 

５ 毎週土曜日 13:00～15:00 小学１～３年生 広川台小学校ｸﾞﾗﾝﾄﾞ 

６ 毎週土曜日 14:30～17:00 小学４～６年生 広川台小学校ｸﾞﾗﾝﾄﾞ 

７ 
少年サッカー 

ＭＳＣ 

ペレニアルＦＣ 

（各教室 40名） 

毎週火･金 

16:15～17:05 園児～小学 1年生 

東山運動広場 ８ 17:15～18:30 小学２年～３年生 

９ 18:00～19:30 小学４年～６年生 

10 毎週土曜日 13:00～17:00 小学２年～４年 東山小学校グランド 

11 毎週日曜日 13:00～17:00 小学５年～６年 野見小学校グランド 

 

イベント事業（年間） 

№ イベント名 日時 会場 備考欄 

1 バスツアーウォーク 年間 3～４回 季節に合わせて設定 募集人数 40名 

2 MSC 2017夏フェス 7月２３日（日） 東山体育センター 募集人数 200名 

3 MSC 2018新春大会 1月予定 東山体育センター 募集人数 200名 
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4 
第 16回 

小学生ドッジボール大会 
6/25 東山体育センター競技場 小学生 200名 

5 
MSC杯 ソフトミニ 

バレーボール春季大会 
4/2 

スカイホール豊田  

サブアリーナ 

 

6 
バドミントンジュニア 

交流大会 
1/26 東山体育センター競技場 

 

7 
第 24回 MSC ソフトミニ 

バレーボール大会 
5/21 東山体育センター競技場 

 

8 
第 25回 MSC ソフトミニ 

バレーボール大会 
7/16 東山体育センター競技場 

 

9 
第 26回 MSC ソフトミニ 

バレーボール大会 
2/11 東山体育センター競技場 

 

10 
第 17回 

小学生ドッジボール大会 
10/29 東山体育センター競技場 

 

11 
第 27回 MSCソフトミニ 

バレーボール大会 
3/4 東山体育センター競技場 

 

12 
MSCバドミントン交流大会 

春季大会 
7/2 東山体育センター競技場 

 

13 
MSCバドミントン交流大会 

秋季大会 
11/26 東山体育センター競技場 

 

14 
美里スポーツクラブ杯 

フットサル大会 
年間 （７回） 

スカイホール豊田 

サブアリーナ 

 

15 グラウンドゴルフ大会 未定 東山運動広場 
 

16 多世代サッカー交流大会 年間 （５回） 柳川瀬公園サッカー場 
 

17 シニアサッカー交流大会 年間 （21回） 東山運動広場 
 

18 
第 7 回総合スポーツ大会 

フットサル部門 
1/21 

スカイホール豊田  

サブアリーナ 

 

19 
第 7 回総合スポーツ大会 

ドッジボール部門 
2/18 

スカイホール豊田  

サブアリーナ 

小学生 200名 

20 
第 7 回総合スポーツ大会 

少年野球部門 
未定 未定  

21 
第 7 回総合スポーツ大会 

インディアカ部門 
5/14 東山体育センター競技場 

 

22 
第 7 回総合スポーツ大会 

ソフトミニバレーボール部門 
10/1 東山体育センター競技場 

 

23 
第 7 回総合スポーツ大会 

卓球部門 
未定 東山体育センター競技場 

 

24 
第 7 回総合スポーツ大会 

ジュニア硬式テニス部門 
未定 加茂川公園テニス場 
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25 
第 7 回総合スポーツ大会 

ゴルフ部門 
未定 笹戸カントリークラブ 

 

26 
第 7 回総合スポーツ大会 

サッカー部門 
未定 豊田市運動公園 

 

27 
第 7 回総合スポーツ大会 

グラウンドゴルフ部門 
未定 東山体育センター 

 

28 
第 7 回総合スポーツ大会 

スポーツ吹矢部門 
未定 

スカイホール豊田  

サブアリーナ 

 

29    
 

＊年間行事以外は、４ヵ月調整にて 企画実施する 

 

② Ｆｕｔｕｒｅプロジェクト運営事業 

  ア）事業内容 

    未定 

イ）収益額   ０円 

費用額   ５０，０００円 

【内訳】 諸謝金 １０，０００円  消耗品費 ３０，０００円  賃借料 １０，０００円 

 

③ 調査・広報事業 

ア）事業内容 

年 4 回スポーツクラブだより発行・各種大会の取材と写真撮影・編集会議  

地域スポーツ動向調査及び広報活動等  

イ）収益額  ０円 

費用額  ２５０，０００円 

【内訳】 印刷製本費  ２1０，０００円    諸謝金     ４０，０００円 

 

④ クラブハウス運営事業 

ア）事業内容 

     美里スポーツクラブ クラブハウスの管理・運営を豊田市より委託された事業 

イ）管理期間 

   平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日 

ウ）収益額  ０円 

費用額  ３４５，０００円 

【内訳】 光熱水費 １５０，０００円  リース代（LED電球） ５５，０００円 

修繕費    ６０，０００円  消 耗 品  費      ３０，０００円 

電話料金  ５０，０００円 

⑤ 豊田市東山体育センター・東山運動広場・古瀬間運動広場管理運営事業 

ア）事業内容 

豊田市東山体育センター・東山運動広場・古瀬間運動広場の管理運営を 豊田市より 

委託された事業 

イ）管理期間 

平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日 
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ウ）収益額   ２８，２６０，０６４円 

エ）費用額   ２８，２６０，０６４円 

【内訳】  給与手当 １３，７１１，２６４円     光熱水費    4１３７，０００円 

消耗品費    ３２７，９００円    旅費交通費   １５０，０００円 

委託費   ６，５００，０００円    賃借料   １，７１２，１００円 

通信運搬費   １２０，０００円    医薬品費      ８，０００円   

修繕費    ５００，０００ 円    雑費       ４７，１３１円  

消費税及び地方税  １，０４６，６６９円 

 

⑥健康増進教室等市委託運営事業 

    未定 

 

⑦ 飲料水販売事業   

ア）事業内容 

      施設利用者の水分補給と地域災害時における支援対策を目的とする。 

飲料水自販機二台を設置（１台は災害救助援対応） 

   イ）管理期間 

      平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日    

  ウ）収益額   ３５０，０００円 

      東山体育センター利用者  １２，０００人 

   エ）費用額        ０円 

       

      

会議の開催に関する事項 

Ⅰ）総 会 

（１）通常総会 

ア）開催期日  平成 30 年４月予定 

イ）開催場所  美里スポーツクラブ クラブハウス 

Ⅱ）理事会 

   ア）開催期日  年 4 回予定 

イ）開催場所   美里スポーツクラブ クラブハウス 


