
 

2019年度事業報告書 

 

特定非営利活動法人 みんなのスポーツ協会 

Ⅰ 事業期間 

2019年4月1日～2020年3月31日 

Ⅱ 事業の実施内容 

1.特定非営利活動に係る事業 

① 大阪府障がい者スポーツ大会 

主催：大阪府 主管：大阪府障がい者スポーツ振興協会 

実施日：2019年5月12日（日） 

場所：万博記念競技場（大阪府吹田市千里万博公園） 

内容：競技運営補助 

従事人数：15名（会員 9名）   収入15,000円 

② 堺市民オリンピック委員会 

主催：堺市民オリンピック委員会 主管：第45回堺市民オリンピック実行委員会 

実施日：2019年7月16日（火） 18：30 

2019年9月30日（月） 18：30 

2019年11月25日（月） 18：30  

2020年1月15日（水） 18：30 

2020年３月26日（木） 18：30 

内容：同委員会および実行委員会出席 

従事人数：1 名（会員） 

③ 第45回 堺市民オリンピック 

主催：堺市民オリンピック委員会 主管：第45回堺市民オリンピック実行委員会 

実施日：2019年10月14日（祝）  

内容：開会式出席・金岡公園体育館にてニュースポーツコーナー担当 

従事人数：22名（会員 10名）  収入44,000円 

④ 大東市ニュースポーツフェスティバル 

主催：大東市  新型コロナウィルス感染症拡大防止により中止  

実施日：2020年3月7日（土）   収入約60,000円（経費のみ）＜495,000円より減額 来期精算＞ 

⑤ 大阪環状線一周ウォーク 

主催：大阪府歩け歩け協会 

実施日：2020年1月12日（日） 

場所：梅田～天王寺～梅田 

内容：ウォーキング大会運営補助 

従事人数：11名（会員11名）  収入30,000円 

⑥ 浜寺小学校夜間防災訓練 

 主催：浜寺小学校おやじの会 

 実施日：2019年8月3日（土） 

 場所：堺市立浜寺小学校（堺市西区諏訪森町） 



 

 内容：水泳指導 

 従事人数：12名（会員2名） 

  

2．自主運営事業 

① スポーツ＆フィットネス指導者セミナー開催 

実施日：2019年5月25日・26日（名古屋会場＝名古屋芸術大学）参加：83名（昨年160名） 

2019年6月22日・23日（広島会場＝広島市中区スポーツセンター）参加：103名（同89名） 

2019年9月28日・9月29日（横浜会場＝横浜市ｽﾎﾟｰﾂ医科学ｾﾝﾀｰ）参加：164名（同122名） 

2019年10月26日・27日（さいたま会場＝さいたま共済会館）参加：69名（同72名） 

2019年7月20日・8月17日・18日・9月15日（大阪会場＝たかつガーデン） 

参加：194名（同233名） 

2019年12月14日・15日（福岡会場＝福岡医健専門学校）参加：164名（同149名） 

6会場（全14日） 777名（昨年度825名）    収入＠7,000＝5,439,000円 

内容：健康運動指導士・健康運動実践指導者など対象のスポーツ指導者講習会 

従事人数：7名（会員7名）  外部講師 ９名 

② 握力計較正テスター普及および体力測定事業 

実施日：不定期 ～2019年度の販売・調査実績なし～ 

内容：専門誌・研究機関にて報告・発表（主に金子顧問）～握力計測定および測定機器デモ実績なし～ 

機器販売は株式会社マルテック  

従事人数：6名（会員5 名） 

③ 農地利用事業 

実施日：7/7 徳島・視察 8/15 名張・視察 10/13 真南条・視察 12/8 真南条・農業体験 

内容：社会貢献（特に障がい者の社会自立支援に関わって）の色合いを濃くする新しい取り組みを推進してい 

き、協会の活性化及び改革をめざす。豊かで和みのある地域社会づくりに貢献する。  

   会全体で従事 

3．指導者(講師)派遣業務 

① 大阪済生会中津看護専門学校・体育レクリエーション授業 

内容：レクリエーション・ニュースポーツ・健康づくり運動 指導 9名 

期間：2019年4月～2020年3月 （全50 回 毎週水曜日） 

場所：大阪市北区中津 同校内 

派遣人数：1名（会員）   収入約420,000円 

② 藍野大学・体育実習授業 

内容：レクリエーション・ニュースポーツ・健康づくり運動 指導 79名 

期間：2019年4月～2019年7月 （全30 回 毎週木曜日） 

場所：茨木市 同校内 

派遣人数：1名（会員）   収入約330,000円 

③ 茨木若鮎会・健康体操教室 

内容：ストレッチ体操・ニュースポーツ指導 約8名 

期間：2019年4月～2020年1月 （12回 月1 回：第1土曜日＊） 1/18最終 ４6年の歴史に幕 

場所：茨木市 白川公民館 



 

派遣人数：3名（会員2名）    収入21,000円 

④ 柏原市体育館・いきいき健康づくり教室 

内容：転倒骨折予防体操・ニュースポーツ 約25名 

期間：2019年4月～2020年3月 （全40回 月曜日）＊３月中止 

場所：柏原市玉手山 同体育館 

派遣人数：1名（会員）    収入約270,000円 

⑤ 熊取町健康課および同町社会福祉協議会・転倒骨折予防教室「たのしく生きる知恵さがし」 

内容：体力測定・介護予防運動指導(レクリエーション・ウォーキング指導含む) 

期間：2019年4月～2020年3月 （全40回のうち22回 月2回火金曜日他）  ＊３月中止 

場所：泉南郡熊取町野田 熊取町ふれあいセンターおよび熊取町福祉会館 

派遣人数：4名（会員）   収入約120,000円 

⑥ 大阪狭山市熟年大学・健康スポーツ科 授業 

内容：ストレッチ体操・ニュースポーツ・ウォーキング 指導 

期間：2019年4月～2020年3月 （全30 回 月2～3 回火曜日） ＊３月中止 

場所：大阪狭山市池之原 大阪狭山市民体育館 および周辺 

派遣人数：1名（会員）     収入約400,000円 

⑦ 大阪国際ユースホステル羽衣青少年センター・ノルディックウォーキング教室 

内容：浜寺羽衣地区住民 ノルディックウォーキング体験会および教室 約40名 

期日：2019年4月～2020年3月 （毎週金曜日定例ウォーク・体験会6回）  

2019年6月14日・2020年３月6日（ﾂｱｰｲﾍﾞﾝﾄ） 

 場所：大阪各地 他  約60名参加 

派遣人数：2名（会員）   収入約20,000円 

⑧ 柏原市上市地区老人クラブ「高砂会」 健康体操教室 

内容：健康づくりのための運動指導・レクリエーション 約15名 

期日：2019年4月～2020年3月（毎月第3月曜日13：00～14：30） ＊２月・３月中止 

場所：柏原市上市老人会館 

派遣人数：1名（会員）   収入約60,000円 

⑨ 大阪府高齢者大学校 

 内容：健康づくり運動・ノルディックウォーキング講義・実習  45名 

 期日：2019年10月7日（月）・2019年12月16日（月）    2020年3月2日（月）＝中止 

  場所：大阪市中央区森之宮 大阪城周辺 

 派遣人数：1名（会員）   収入約40,000円 

⑩ 大阪府社会福祉協議会 福祉レクリエーション研修会（高齢者コース） 

 期日：2019年9月25日（水） 

 内容：レクリエーションおよび健康づくり運動指導  40名 

 場所：大阪府社会福祉会館 

 派遣人数：1名（会員）  収入38,000円 

⑪ 熊取町 健康いきいき高齢課 タピオ体操＋DVD 直接指導 

期日：2019年4月～2020年3月   9月5日（木） 

内容：タピオステーションおよび体操指導 



 

場所：熊取町ふれあいセンター他 

派遣人数：2名（会員）      収入約10,000円 

 

 

Ⅲ 社員総会および理事会の開催 

１．定期総会 

招集日時： 2019年5月19日（日） 18：00～18：30 

出席：23 名（委任状11名分含） 

議長：代表理事 髙井清典 進行：事務局長 池島 栄治郎 

開催場所： いおり 大阪市東住吉区杭全 

・第１号議案 

＜2018年度事業報告および決算報告について＞ 承認 

・第2号議案 

＜2019年度事業案および予算案について＞ 承認 

・第3号議案  

＜役員改選の件＞ 以下のとおり 承認 

代表理事 花岡安彦 新任 

副代表理事 石田和也 新任 

理事 髙井清典 再任（代表理事より） 

理事 好光栄智 再任（副代表理事より） 

理事 川本秀一 再任 

理事 水流寛二 再任 

理事 池島明子 再任 

監事 矢野哲也 再任 

監事 倉田佳和 再任 

・その他 花岡代表より 農地利用での新規事業の提案 あり 

社会貢献（特に障がい者の社会自立支援に関わって）の色合いを濃くする新しい取り組みを推進していき、協会

の活性化及び改革をめざす。豊かで和みのある地域社会づくりに貢献する。  要検討    以上 

第1回 理事会 

招集日時：2019年5月12日 11：30～ 

開催場所：万博記念公園陸上競技場 

第2回 理事会 

招集日時：2019年7月27日 18：00～ 

開催場所：大阪市天王寺区 「にはち」 

第3回 理事会 

招集日時：2019年10月14日 17：00～ 

開催場所：大阪市天王寺区 「にはち」 

第4回 理事会 

招集日時：2020年1月12日 17：00～ 

開催場所：大阪市北区 「湖中」 

第5回 理事会 

招集日時：2020年3月7日 17：00～ 

開催場所：堺市美原区 「花岡代表宅」 

顧問連絡会  

2019年7月30日 18：00～ 

開催場所：大阪市天王寺区「あべのハルカス」 


