
　　　　　　　　　　　　 第4号議案

平成30年度　事業計画

 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　 　１２，１５０，０００円　　

費用額　　１１，２４５，０００円

        【内訳】　諸謝金     　　６，２００，０００円　     　臨時雇用賃金　 １，０００，０００円

           　 　   消耗品費　　　  　７９０，０００円　    　 接対交際費　   　 　１５０，０００円　　　

     　       　   旅費交通費   　　７２０，０００円　 　    賃借料 　　 　    １，２５０，０００円

                   保険費    　 　　 　 ３０，０００円　    　  印刷製本費　　　 　　   ５，０００円　

　        　      支払助成金   １，０５０，０００円　　     雑  費　       　 　     　５０，０００円

  （エ）収益額　 　９０５，０００円

【表１】

参加者

キッズテニス教室 広川台小学校体育館 2回/月・日曜日 4歳～小学生 590

加茂川公園・東山運動広場 小1～中学生 1750

軟式少年野球教室 古瀬間運動広場 毎週土曜日 小1～小4年生 510

女子ソフトボール教室 野見小学校運動場 毎週日曜日 小4～小６年生 30

女子サッカー教室 東山運動広場　他 毎週木曜（不・土） 小4～一般女子 420

インディアカ教室 東山体育センター競技場 3回/月・水曜日 中学生～一般 200

ソフトミニバレーボール教室 美里中学校体育館 3回/月・金曜日 中学生～一般 200

小学生ドッジボール教室 東山体育センター競技場 3回/月・土曜日 640

スポーツ吹矢教室 東山体育センター競技場 2回/月・木曜日 160

教室・イベント 会場 開催日 内容

教
室
事
業

ジュニア硬式テニス教室 毎週土曜日

バスケットボール教室 東山小学校体育館

小学生

毎週土曜日 小学生

一般

960



東山体育センター周辺 2回/月・日曜日 310

メグクラブ ゴルフ教室 志賀ゴルフ場 2回/月・月曜日 840

毎週月曜日 1560

毎週水曜日 1480

毎週金曜日 1870

水中運動教室 豊田スタジアムプール 毎週水曜日 シニア・一般 220

学童保育児童

小1～4年生

前期：5/12～6/30（8回）

後期：10/6～12/１ (8回）

東丘幼稚園体育教室 東丘幼稚園 28回/年　木曜日 850

あしたば卓球教室（中級） 東山体育センター競技場 毎週木曜日 1,200

卓球教室（初級） 東山体育センター競技場 毎週木曜日 970

東山運動広場 毎週水曜日　 小1～6年生 1400

東山体育センター・談話室 毎週水曜日　 幼児～6年生 1000

ジュニア空手教室 東山体育センター談話室 毎週土曜日 小１～6年生 150

卓木卓球教室 東山体育センター競技場 毎週木曜日 220

東山中級卓球教室 東山体育センター競技場 毎週火曜日 180

フットサルリーグ スカイホール豊田 450

シニアグラウンドゴルフ大会 東山運動広場 シニア･一般
45

東山体育センター競技場 400

東山体育センター競技場 300

東山体育センター競技場 400

80

250

360

140

東山小学校体育館 10回/年・木曜日 170

東山 スタンツ教室 東山体育センター競技場 小1～４年生 1280
教
室
事
業

ノルディックウオーキング教室 一般

一般

小学生 水泳教室 豊田スタジアムプール 小1～4年生

元気ッズ体操教室

各
種
大
会
・
交
流
会

第22回　MSCソフトミニバ
レーボール大会

東山体育センター競技場 5月13日 一般

第19回
小学生ドッジボール大会 10月14日

園児

一般

一般
なでしこ少女サッカー

スクール

ＭＳＣペレニアルダンス教室

一般

多世代サッカー交流大会 柳川瀬公園サッカー場 8回/年
小学生・シニ
ア・レディース

メグクラブゴルフコンペ 笹戸ゴルフ場
４回/年

一般

小学生

　地域ＳＣバドミントン秋季
大会 東山体育センター競技場

380

5月23日

第18回
小学生　ドッジボール大会

6月10日 小学生

　地域ＳＣバドミントン春季
大会

7月1日 一般

一般

15回/年 多世代

11月25日 小学生～一般

第２３回ＭＳＣ
ソフトミニバレーボール大会 東山体育センター競技場

2月3日 一般



黄羽根　　　　　　イン
ディアカ部門

180

ソフトミニバレーボー
ル部門

350

シニアグラウンドゴル
フ部門

シニア･一般 55

フットサル部門 100

ジュニア
バドミントン大会

小1～中学生 70

小学生
ドッジボール部門

550

サッカー部門
多世代交流大会

120

ジュニア硬式
テニス部門

100

ジュニア卓球部門 100

ゴルフ部門 65

420

750

500

140

350

600

200

216

650

350

600

70

70

180

180

130

11月21日

スカイホール豊田
サブアリーナ

3月10日 小学生

東山体育センター競技場 1月27日

各
種
大
会
・
交
流
会

第
７
回
総
合
ス
ポ
ｌ
ツ
大
会

東山体育センター競技場 5月20日 一般

東山体育センター競技場 10月7日 一般

東山体育センター競技場

加茂川公園テニス場
未定 小学生・中学生

東山体育センター競技場 未定 ジュニア

スカイホール豊田
サブアリーナ

2月17日 小学生

運動公園球技場
3月17日 レディース・

シニア

笹戸ゴルフ場 3月11日 一般

骨盤ダイエット教室 東山体育センター談話室 毎週水曜日　 一般

骨盤改善ヨガ教室 東山体育センター談話室

ＮＯＳＳフィットネス教室 東山体育センター談話室 第２・４水曜日　 一般

やさしいピラテス教室 東山体育センター談話室 毎週水曜日　 一般

毎週火曜日 一般

美里リフレッシュヨガ 東山体育センター談話室 毎週火曜日 一般

一般

ソフトエアロビクス教室 東山体育センター談話室 毎週金曜日 一般

ロコモ健康体操教室 東山体育センター談話室 毎週金曜日 一般

シニアテニス教室 東山運動広場テニスコート 毎週木曜日 シニア

やさしい太極拳教室 東山体育センター談話室 毎週金曜日 一般

健
康
教
室

デトックスヨガ教室 東山体育センター談話室 毎週日曜日 一般

やさしい椅子ヨガ教室 東山体育センター談話室 毎週火曜日 一般

健美体操教室 東山体育センター談話室 第２・４水曜日　 一般

心身メンテナンスヨガ教室 東山体育センター談話室 毎週木曜日

ふ
れ
あ
い
事
業

ＭＳＣ　2018夏フェス 東山体育センター競技場 7月 会員とその
家族・一般

ＭＳＣ　　2019新春大会　団
体・個人５種競技・餅つき

東山体育センター競技場 1月
会員とその
家族・一般

バスツアーウオーキング 年4回予定 一般



ＮＯ 開催日 備考欄

1 毎週土曜日

2 毎週日曜日

3 毎週水曜日

4 毎週木曜日

5 毎週土曜日

6 毎週土曜日

7

8

9

10 毎週土曜日

11 毎週日曜日

　② Futureプロジェクト運営事業

　　　（ア）事業内容

　　　　　　本年度は実施しませんでした。

　　　（イ）開催日時及び内容

　　　（ウ）費用額　　　０円

　　　（エ）収益額　　　０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）費用額　　　２６０，０００円

　　 　　　　【内訳】印刷製本費　 　２１０，０００円　　　　諸謝金５０，０００円

　　　 （ウ）収益額　　　０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30年4月1日から31年3月31日

小4～6年生

スクール活動

団　体　名 会　　場 対象

少年野球　高橋ファイターズ

古瀬間運動広場
東山小学校グラウンド 小1～6年生

東山小学校グラウンド 小1～6年生

少年サッカー　ＭＳＣ

東山運動広場
毎週火曜日
毎週金曜日

園児～小1
小2～3年生
小４～６年生

中学生

東山小学校グラウンド 小2～4年生

野見小学校グラウンド 小5～6年生

少年サッカー　ＳＣ美里

美里中学校グラウンド 小3～6年生

五ケ丘運動広場 小4～6年生

広川台小学校グラウンド 小1～3年生

広川台小学校グラウンド



　　　（ウ）費用額　６２０，０００円

　　　　　　【内訳】光熱水料　　　　１５０，０００円　　　　　消耗品費　　    　１０，０００円　　　　　　

　　　　　　　　　　 旅費交通費　　　６０，０００円　　　　　　賃借料　　　　　３００，０００円　　　　

　　　　　　　　　　 修繕費　　　　　　７０，０００円　　  　　　通信費　　　　　 　３０，０００円

　　 （エ）収益額　　　０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30年４月１日～平成31年3月31日

　　　（ウ）費用額　　２８，２６０，０６４円

　　　　　　【内訳】　人件費　     　１３，７１１，２６４円　　　　　消耗品費　　　　３２７，９００円

　　　　　　　　　　　 光熱水費　    　３，１３７，０００円　　　　　旅費交通費　 　１５０，０００円

　　　　　　 　　　　　委託費　  　　　６，５００，０００円　　　　 　賃借料 　　　２，７１２，１００円　

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

　　　 　　　　　　　　修繕費　　　　 　　５００，０００円　　　 　　その他　　　   　 　４７，１３１円　

　　　　　　 　　　　　消費税　　　 　１，０４６，６６９円　　　　　

　　　（エ）収益額　  ２８，２６０，０６４円

　⑥健康増進教室等市委託運営事業

　　　　本年度は実施しませんでした。

　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30年４月１日～平成31年3月31日　

　　　（ウ）費用額（光熱費・土地利用代　５１，８５３円）

　　　（エ）収益額　　４００，０００円

　Ⅰ）総　会

　　（１）通常総会

　　　　①開催日時及び場所

　　　　　　平成30年4月22日　　19:30　～　20：30　美里スポーツクラブ　クラブハウス

　Ⅱ）理事会

　　　理事会

　　　　開催日時及び場所

　　　　・ 平成30年3月17日　19:00　～　21:00　美里スポーツクラブ　クラブハウス

・ 平成30年度事業について　　　　　　

・ 総会のスケジュールについて　　　　　

議題



会議の開催に関する事項

　　1） 運営委員会

毎月第１土曜日（19：00～21：00）クラブハウスにて行う。

①直近３ヵ月毎の事業内容の確認と進捗状況の報告

②クラブ運営などの問題点　

③その他

　　２） 事業企画部会

随時

３０年度の事業計画と方向性の検討

３１年度の事業計画と方向性の検討

3） 理事会

年2回予定

事業計画の検討

次年度の計画提案

４） 事業報告会【31年度】

　　　　開催日時及び場所

平成３１年４月２８日　18：00～19：00　美里スポーツクラブハウス

5） 総　会

　　通常総会【31年度】

　　　　開催日時及び場所

　　　　　　平成3１年4月2８日　　19:30　～　20：30　美里スポーツクラブ　クラブハウス

新規事業の提案


