
総合型地域スポーツクラブ概要
平成１６年４月1日現在

特定非営利活動法人光が丘総合型地域スポーツ・レクリエーションクラブ

（略称：ＳＳＣ光が丘）

住　所 〒１７９－００７２　　練馬区光が丘４－１－４　　練馬区立　光が丘体育館内

電話・ＦＡＸ ０３（５９６８）１６００ ｅﾒｰﾙ・ｱﾄﾞﾚｽ ssc-hikarigaoka@nerimassc.gr.ｊｐ

　スポーツ・レクリエーション及び文化活動を求めるすべての人に ・光が丘体育館、プール、光が丘公園ならびに周辺の学校施設をフルに活

対して参加を促し、スポーツ・レクリエーション及び文化活動を法人　用し、多種多様なスポーツ及びレクリエーションを幼児から高齢者まで、

の事業として実施し、もって、明るく、豊かで、潤いのある地域社会　すべての参加者が世代交代をしながら楽しむことのできるクラブ。

の形成及び生涯スポーツ・レクリエーション振興に寄与することを ・特に定期事業のコアとなる、水泳及びフットサル・サッカーは、水陸ならび

目的とする。 　に個人・団体スポーツの代表として、活発に活動中。

練馬区立光が丘体育館 その他の活動場所

　館内利用施設（競技場・温水プール） （光が丘公園、光が丘三中ﾌﾟｰﾙ、光が丘二小体育館、光が丘ﾄﾞｰﾑ）

（光が丘・田柄・旭町・土支田）地区 人口　　105,000人 世帯数　　47,511世帯

クラブ会員　　　　　会員数　９２名 クラブ会員 [入会金] [年会費]

・個人会員(大人) 34名 ・大人　５１名 ・個人会員(大人) 1000円 3,500円

・個人会員(小人) 6名 ・子供　４１名 ・個人会員(小人) 1000円 2,500円

・家族会員 11名 ・男　　６４名 ・家族会員 2000円 10,000円

・シルバー会員 0名 ・女　　２８名 ・シルバー会員 1000円 3,000円

・団体会員 30名 ・団体会員 2000円 10,000円

・協力会員 11名 ・協力会員 0円 2,500円～

・賛助会員 0名 　＊上記会員種別の年会費に準ずる 　10,000円＊

・賛助会員 1口　5,000円

石塚　利郎 数馬田　惟 野辺　正宇 帯刀　桂子 数馬田　惟

松本　喜代子 原澤　成代 中村　小太郎

理事 社員 ・三井　由美子 ・鈴木　鉄夫 指導スタッフ（資格および人数）

・大木　能婦子 ・石塚　利郎 ・荒川　義則 ・武田　美奈 ・体育指導員 7人

・大熊　篤 ・数馬田　惟 ・恩田　英子 ・帯刀　桂子 ・スポーツリーダー 18人

・竹内　富実枝 ・松本　喜代子 ・栗原　清 ・中村　小太郎 ・地域スポーツ指導員（Ｂ・Ｃ級） 5人

・林　泰成 ・大木　能婦子 ・小谷津千代子・中村　匡宏 ・ニュースポーツ系指導員 8名

・三井　由美子 ・大熊　篤 ・酒井　かよ子 ・森　州男 ・レクリエーション指導員 3名

・竹内　富実枝 ・塩川　嘉弘 ・野辺　正宇 ・障害者スポーツ指導員 3名

・林　泰成 ・新保　光香 ・原澤　成代

・入会金 114,000円 ・諸謝金 　35,500円

・年会費 504,850円 ・旅費 　　　　0円

・参加費 473,600円 ・消耗品費 　61,845円

・練馬区 541,522円 ・備品購入費 　　　　0円

・寄付   95,000円 ・借料及び損料 209,025円

・繰越金 161,652円 ・通信運搬費 128,874円

・その他 　　　　0円 ・ｽﾎﾟｰﾂ用具費 217,838円

・印刷製本費 　50,000円

・繰越金 428,148円

・その他 759,394円

計 1,890,624円 計 1,890,624円
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平成15年度　総合型地域スポーツクラブ活動実績　                    　   　     　　　　　　　　平成１６年４月１日

クラブ名称：特定非営利活動法人光が丘総合型地域スポーツ・レクリエーションクラブ（略称：ＳＳＣ光が丘）

項目 実施場所 参加費

光が丘体育館 200円(400円)

光が丘体育館 200円(500円)

項目 実施日・実績 実施場所 参加費

8/4,18,25　15名 光が丘ﾄﾞｰﾑ 2000円

9/7　　　　　24名 光が丘ﾄﾞｰﾑ 700円

10/2,9,16,23　13名　光が丘ﾄﾞｰﾑ 4500円

2/8　　　　　107名 光二小・一中 200円

7/21　　　　6ﾁｰﾑ 光二小体育館 1ﾁｰﾑ2000円

10/13　　12ﾁｰﾑ 多目的広場 1ﾁｰﾑ3000円

1/25　　　8ﾁｰﾑ　　　　光二小体育館 1ﾁｰﾑ2000円

3/27　　　12ﾁｰﾑ 光が丘ドーム 1ﾁｰﾑ3000円

6/7　　　　　10名 会議室１・２ 500円

6/14　　　　11名 会議室１・２ 500円

　　　　　　　　52名

9/13　　　　 18名 光が丘体育館 500円

ＳＳＣフェスティバル 2/1　　　　　120名 光が丘体育館 100円

11/3　　　　　20名 光二小体育館 100円

2/16,23　　　30名 光が丘ドーム 1000円

12/27,2/11　31名 多目的広場 　　－

12/23　　　　11名 光が丘ドーム 1200円

体育の日記念行事 10/13 　　852名 光が丘体育館 　　－

ホームページの内容等 加入（有・無）

・クラブ紹介、施設紹介、入会案内 　　サークル名 加入人数

・定例クラブ活動、スポーツ教室・大会、イベント事業等案内 ・光が丘サッカーやろう会 20名

・スポーツ種目情報、掲示板等 ・光が丘フットサルレディース 10名　計30名

取り組んだ内容等 ・あかねの会との合同練習 製作物等 ・光が丘リーフ・ポスター

・ｽｴｽﾎﾟｰﾂ利用割引　・民間ﾌｨｯﾄﾈｽや小中学ｸﾗﾌﾞとの協調

内部研修会等 外部研修会等

・ＩＴ研修会 3名 ・ホームページ作成・ＩＴ研修会 3名

・（都）スポーツコーディネーター養成研修会 3名

・（区）総合型地域スポーツクラブ育成実践講座 1名

・キンボール講習会 5名

１）定例クラブ活動（ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ･ﾋﾞｰﾁﾎﾞｰﾙﾊﾞﾚｰ：年20回程度、ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ：年20回程度、水泳：50回程度、ﾌｯﾄｻﾙ：50回程度）

２）スポーツ教室（ﾌｯﾄｻﾙｼﾞｭﾆｱ・ﾚﾃﾞｨｰｽｽｸｰﾙ、ﾚﾃﾞｨｰｽｻｯｶｰｸﾘﾆｯｸ、FC東京ｻｯｶｰ指導＆教室など）

３）スポーツ大会（ﾌｯﾄｻﾙｶｯﾌﾟ1･2年、ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞｶｯﾌﾟ3･4年、ﾌｯﾄｻﾙdeNewYear、ﾎﾞｱﾀﾙﾃﾞ!ﾌｯﾄｻﾙﾌｪｽﾀ、綱引き大会など）

４）イベント事業（ﾎｰﾑｴｸｻｻｲｽﾞ、ｻﾏｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ、ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝﾀﾞﾝｽ、ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ、ｷﾝﾎﾞｰﾙ・ﾌﾞｰﾒﾗﾝ、SSCﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙなど）

５）協力・連携事業（体育の日記念行事、ﾃﾞｲｹｱ・ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会など）

光が丘体育館 　　－
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（１）
定例
クラブ活動

年12000円

大人300円
子供200円

9/21　　　48ﾁｰﾑ

ホームエクササイズ

ホームエクササイズ

多種目のニュースポーツ

（１０）
研修活動

（１１）
平成16年度
年間事業計画

（５）
協力・
連携事業

幼児・低学年・家族向けにﾌｯﾄｻﾙほか遊び

光が丘周辺の女子小・中高生達のｻｯｶｰ交流

（４）
イベント
事業

ＳＳＣ光が丘水泳クラブ

土曜日　　　　　年52回　520名

午前　トップアスリート荏原ビッキーズと
ミニバスケットクラブとの交流会 光が丘体育館

会議室１・２・３

スポーツチャンバラ
キンボール

スポーツブーメラン大会

自宅で手軽に楽しく気持ちよく

（２）
スポーツ
教室

レクリエーションダンス

7/12　 　　150名

ＳＳＣ光が丘フットサル・サッカー

第1・4土曜日：中高生一般　　　　　　年20回500名
第2･3日曜日：幼児・小学生・女子　年20回300名

小学5･6年と中学1･2年対象にｻｯｶｰ教室

ﾎﾞｱﾀﾙﾃﾞ！フットサルフェスタ

光が丘体育館
光が丘第三中
学校プール

大人500円
子供50円
親子500円

光が丘体育館12/14 　　　 80名手作りブーメランを作って飛ばす

光が丘体育館
1チーム
2000円

大人５00円
子供200円

光が丘体育館12/6  　　　　30名キンボール講習会とスポーツチャンバラ体験

事業名（種目など） 実施日・実績

事業名 事業内容

ソフトバレーボール・ビーチボールバレー

バドミントン 第2・4木曜日　年21回　158名

第2・4土曜日　年17回　101名

（３）
スポーツ
大会

（８）
地域団体組
織等の連携

（６）
地域スポー
ツ情報提供
活動

（７）
ＳＳＣへの加入
サークル状況

（９）
ＰＲ活動

ＦＣ東京サッカー教室

ﾚﾃﾞｨｰｽﾌｯﾄｻﾙ　de　X'mas ﾌｯﾄｻﾙを楽しむとともにｸﾘｽﾏｽﾋﾞﾝｺﾞｹﾞｰﾑ大会

サマーフェスティバル

ママ＆パパと一緒に遊ぼう！

光が丘第二小
体育館
光が丘ドーム

年1500円
100円
(300/400円)

第一回フットサルカップ

第一回マクドナルドカップ

フットサル　ｄｅ　Ｎｅｗ　Year

小学１・２年を対象にﾌｯﾄｻﾙ･ﾘｰｸﾞ戦大会

小学３・４年を対象に7人制ｻｯｶｰ･ﾘｰｸﾞ戦大会

新年記念として男女ﾐｯｸｽでのﾘｰｸﾞ戦大会

フットサルＪｒサマースクール 小学4･5･6年対象に夏休み3日間でﾌｯﾄｻﾙ教室

ﾌｯﾄｻﾙとｻﾌﾟﾘﾒﾝﾄ＆食事ｾｯﾄで健康ｼｪｲﾌﾟｱｯﾌﾟ

元日本女子代表講師によるｻｯｶｰｸﾘﾆｯｸレディースサッカークリニック

レディースフットサルスクール

Jﾕｰｽ/ﾐｯｸｽ･ﾌｧﾐﾘｰ･ﾚﾃﾞｨｰｽ/ｵｰﾌﾟﾝ別の大会

光が丘
ソフトバレーフェスティバル

初心者、高齢者クラブチーム等の参加で
地域社会の親善や健康・体力の向上を図る

自宅で手軽に楽しく気持ちよく

レクリエーションダンス講習会

午後　多種目のニュースポーツ

・すまいる情報　・ＮＪ－ＴＩＭＥＳ　・ﾌｯﾄｻﾙﾏｶﾞｼﾞﾝ・ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ､和民､とんでん､ｻｲｾﾞﾘｱ等飲食店での広告宣伝

・練馬区報　・都営駅前広告　

平日夜間コース設置に向けたﾌｯﾄｻﾙ交流

練馬区と共催によりニュースポーツ等を実施

10/29バレーボール大会

ねりま女子サッカー交流会

高校一般フットサル交流会

石神井保険相談所ディケア主催、
開会式準備体操・審判・閉会式の体操


