
平成３０年３月３１日現在　オリジナル会員数  ３１４名　　

平成３０年３月３１日現在　アドバンス会員数  ２４７名 ：合計 ５６１名

年度 日 会　　議 会　場 備考

4/6 　4月理事会　 　クラブハウス

4/20 　会計監査 　水元総スポ　第１会議室

4/26   平成２９年度定期総会 　水元総スポ　第１会議室

5/11 　5月理事会 　クラブハウス

5/24 　SC東京ネットワーク総会 第/１回情報交換会 　岸記念体育館

6/1 　6月理事会 　クラブハウス

6/8 　東京都スポーツクラブ・連絡協議会 　東京都体育館　第１会議室

6/26 　評議員会 　水元総スポ　第１会議室

7/6 　7月理事会 　クラブハウス

7/21 　東京都・第１回障害者スポーツ環境整備に向けた実務者会議 　東京都庁第一本庁舎 特別会議室

8/3 　8月理事会 　クラブハウス

9/7 　9月理事会 　クラブハウス

9/11 　東京都地域スポーツクラブ　第１回打合せ 　東京都体育会館　第１会議室

10/5 　10月理事会 　クラブハウス

10/24 　高齢者総合相談センター水元・情報交換会 　水元ふれあいの家

10/26 　都立学校開放事業運営委員会 　都立水元小合学園

11/2 　11月理事会 　クラブハウス

12/7 　12月理事会 　クラブハウス

12/16 　運営委員情報交換会 　水元総スポ 地域交流ホールAB

1/11 　1月理事会 　クラブハウス

2/1 　2月理事会 　クラブハウス

2/27 　29年度都立学校開放事業運営委員会 　都立水元小合学園

2/28 　29年度地域スポーツクラブ連絡協議会　 　東京都体育館

3/1 　3月理事会 　クラブハウス

3/22 　都民参加事業 及び シニア振興事業説明会 　東京都体育館　第１会議室

3/27 　東京都・第２回障害者スポーツ環境整備に向けた実務者会議 　東京都庁第一本庁舎 特別会議室

3/31 　指導者連絡会 　水元総スポ 地域交流ホールAB

　運営委員会

　専 門 部 会

・ホームページ更新 ・クラブだより　1回・第９号発行

・毎月度予定表発行

・区、地域イベント・協力事業に於いて広報活動

Ｈ３０

　◎Jr硬式テニス教室 ３回　　◎夏休み　鉄棒・跳び箱教室　３回

　◎ふれあいフェスタ ８回　　　◎10周年記念事業準備委員会4回　

　◎総務部会 12回　　◎事業部会 12回　　◎広報部会 12回　　◎会計部会 10回

オール水元スポーツクラブ　平成２９年度事業報告 ①運営事業

広報活動

　実行委員会

《 H２９年度会員数 》

①運営事業(会議・会合・説明会)

Ｈ２９

　理事会 １２回　　運営委員会 １回



　リフレッシュ健康体操 　毎週/2部制 　学び交流館　レクホール 3,514 38

　マクラメ編み教室 　月1回(第1月曜) 　クラブハウス 147 12

　バドミントン 　月3回(2〜4週) 　葛美中学校　体育館 571 34

　ナイター硬式テニス 　月１～3回 　葛美中学校　校庭 130 12

　気　功 　月４回 　学び交流館　レクホール 2,269 45

　健康吹矢 　月４回 　水元総スポ　第１、２会議室 1,131 46

　スポーツ太鼓 　毎週(最終火曜休会) 　学び交流館　視聴覚室 306 33

　バウンドテニス 　月４回 　学び交流館　レクホール 872 45

　茶道・お点前教室 　月1回(第3水曜) 　学び交流館　和室 78 12

　楽しい卓球 　1〜4週 　学び交流館　レクホール 891 47

　押し花教室 　月1回(第2木曜) 　クラブハウス 40 11

　練　功 　月４回 　水元総スポ　第１、２会議室 1,434 44

　ラケットテニス 　月４回 　花の木小学校　体育館　 288 39

　健康ヨガ教室 　月４回 　水元総スポ　フィットネススタジオ 878 46

　フォークダンス 　月２回(第2、第４木曜) 　水元総スポ　フィットネススタジオ 333 24

金曜日 　スポーツ(健康)ダーツ 　1〜4週 　水元総スポ　第１、２会議室 1,493 46

土曜日 　現代俳画(水墨画)教室 　月1回(第2土曜) 　水元総スポ　第１会議室 132 12

　ノルディックウォーキング 　月4回(日曜2回、土曜2回) 　水元公園及び地域周辺　 290 43

　スナッグゴルフ 　月３回(日曜2回、土曜１回) 　水元小学校校庭 236 27

　カローリング 　月2回（第1、第3土曜） 　飯塚小学校体育館 126 13

合計 15,159 629

②ー２　アドバンスプログラム

　サークル Ⅰ 　通年 　水元総スポ　サブアリーナ 228 39

　サークル Ⅱ 　通年 　水元総スポ　サブアリーナ 710 39

　ジュニア Ⅰ 　３期 　水元総スポ　サブアリーナ 815 39

　ジュニア Ⅱ 　３期 　水元総スポ　サブアリーナ 676 39

　ジュニア Ⅰ 　３期 　水元総スポ　サブアリーナ 678 39

　ジュニア Ⅱ 　３期 　水元総スポ　サブアリーナ 672 39

　大人コース 　通年 　水元総スポ　サブアリーナ 130 30

　キッズコース 　３期 　水元総スポ　サブアリーナ 951 39

合計 4,860 303

火曜日 　はじめてジャズダンス 　３期 　学び交流館　会議室 　　 　 182 45

水曜日 　元気体操 　３期 　水元総スポ　サブアリーナ　　　 782 36

金曜日 　フラスクール(マヒネレワ ) 　通年 　水元総スポ　第２武道場 476 44

土曜日 　パワーヨガ 　通年 　水元総スポ　第１、２会議室 223 33

土曜日 　書道教室 　２期　　　上期／下期 　水元総スポ　地域交流ホールA 247 24

合計 1,910 182

②ー３　参加型プログラム

　H29/5/4 〜 H30/2/22 　学び交流館　視聴覚室 125 9

　H29/8/2 　学び交流館　和室 16 1

　第１期　H29/5/27 〜 H29/7/27

　第２期　H29/9/28 〜 H29/11/30 87 9

　第３期　H30/1/25 〜 H30/3/22

　H29/9/18 　水元小学校　プール 12 1

　H29/8/1・8/2 　花の木小学校 体育室・校庭 99 2

　H29/8/3・8/4 　花の木小学校 体育室・校庭 105 2

　Ｈ29/8/2 ～ 8/10　4日間 　東水元小　校庭/体育館 244 4

　H30/1/20 　区内柴又周辺 30 1

　H29/11/26 　水元総スポ　車寄せ帯 15 1

　H29/5/14 〜 H30/3/18　月１回 　西水元地区センター会議室 216 10

　H30/2/2〜4　３日間 　新潟県　津南スキーリゾート 12 1

合計 961 41

開催日

　夏休み　跳び箱教室

会　場
延べ　　　
　　　　　

オール水元スポーツクラブ　平成２９年度事業報告 ②自主事業　　

②−１　オリジナルプログラム

水曜日

木曜日

年　度　
　　　
開催数

曜 日 オリジナル・プログラム

　写　経

年　度　
　　　
開催数

延べ　　　
　　　　　

土曜日
日曜日

　花の寄せ植え

曜 日 アドバンスプログラム：トランポリン教室 　　　会　場 　　　　　　会員数
延べ　　　
　　　　　

　　　会　場 　　　　　　会員数

　脳元気体操（折り紙）

年　度　
　　　
開催数

　歌声 in mizumoto

参加型プログラム

月曜日

月曜日

火曜日

　夏休み　鉄棒教室

延べ　　　
　　　　　

年　度　
　　　
開催数

　夏休み かけっこ短期講座

　クラブハウス

　中学生限定スキー教室 ＆ 競技会

金曜日

　カヌー教室

　柴又七福神巡り

　映画会

曜 日 アドバンスプログラム

会　場



区

分

　Ｈ29/9/12・10/3 　水元小学校　校庭 213 2 区

　Ｈ29/6/27・6/30 　東水元小学校　校庭 202 2 区

　Ｈ29/7/8 　飯塚小学校　校庭 56 1 区

　Ｈ29/9/14・10/14 　幸田小学校　校庭 229 2 区

　Ｈ29/9/21 　花の木小学校　校庭 125 1 区

　月1回　金曜日　 　水元総スポ　サブアリーナ 149 7 区

　Ｈ29/8/1 ～ 8/22　６日間 　にいじゅく未来公園テニスコート 197 6 区

　障がい者トランポリン教室 　Ｈ29/10/27～H30/3/9 　水元総スポ　サブアリーナ 189 10 区

　第４回葛飾区トランポリン交流大会 　H29/12/3 　水元総スポ　メイン・サブアリーナ 151 1 区

　ボッチャ一般開放事業 　H29/4/17 〜 H30/3/26 　水元総スポ　第一第二会議室 523 41 区

　H29/5/12 〜 H30/3/16 　金町・高砂・柴又 各地区センター 253 63 区

合計 1,313 121

③ー２　東京都スポーツ文化事業団（助成）事業

区

分

　H2９/9/21 　幸田小学校　体育館 239 1 都

　H29/10/21 　水元総スポ　　　※延べ参加人数　 1,076 1 都

　H29/11/15 　水元公園山王台自由広場 172 1 都

合計 1,487 3

③ー3　協力事業・その他

開催日 会場 協力者数
開催
数

区分

　H29/4/1 　水元総合スポーツセンター 8 1 協力

　H29/5/15　12/3 　葛美中学校　校庭 6 2 地域

　H29/5/4 　水元総合スポーツセンター 10 1 協力

　H29/6/4 　水元公園 10 1 地域

　H29/6/8 　高齢者総合相談センター水元 15 1 地域

　H29/7/15 　水元小学校・校庭 5 1 地域

　奥戸総合スポーツセンター 15

　水元総合スポーツセンター・サブアリーナ 10

　H29/10/30 　水元公園 2 1 地域

　H29/10/30 　旧小谷野小学校 8 1 協力

　H29/11/5 　水元清掃工場 6 1 地域

　H29/11/26 　水元総スポ　第１、２会議室 2 1 地域

　H30/1/28 　幸田小学校・水辺の公園 3 1 地域

　H30/3/11 　堀切　荒川河川敷 12 1 区

　H30/3/18 　旧小谷野小学校 3 1 協力

　H30/3/24 　水元総合スポーツセンター 21 1 区

合計 136 16

　かつしか ふれあいＲＵＮフェスタ

　水元スポーツセンター公園・オープニングイベント

オール水元スポーツクラブ　平成２９年度事業報告 ③収益事業の部

③ー１　葛飾区協働（受託）事業

　飯塚小学校　陸上教室（幅跳び）　6年生56名

開催日

　こやのエンジョイくらぶ 　さくらフェスタ

　高齢者はつらつ健康体操教室・運営事業

　夏休み Ｊｒ硬式テニス教室　

会場

　葛飾協働事業名

　東水元小学校　陸上教室(短距離・ハードル)　5・6年生101名

　水元小学校　陸上教室(短距離・ハードル)　6年生106名ﾌﾟﾗｽ1

延べ　　　
　　参加

人数

　幸田小学校　陸上教室　　6年生112名　5年生117名

　花の木小学校　陸上教室　　6年生125名

開催
数

　学校連携事業

開催日 会場

　葛美中学校支援学級　トランポリン

　特別支援学級連携事業

　西水元地区ロードレース大会

協力事業

　認知症講習会

　西水元地域グラウンド・ゴルフ大会

　水元清掃工場フリーマーケット※熊本地震復興支援

　水元みんなDEスポーツフェスティバル

延べ　　　
　　　　　
　　　　

　まちかど勉強会（わくわく体操）

　こやのエンジョイくらぶ 　ふれあいフェスタ

東京都助成事業名
開催
数

　水元公園 菖蒲まつり協賛

1

　水元さんま祭り

　東京都指導者派遣事業　縄跳び

　都民参加事業　ふれあいフェスタ２０１７

区

　シニア振興事業　グラウンド・ゴルフ

　水元小・水元中/周年イベント「みずもと絆と和の大祭り」

　水元総合スポーツセンター/開設１周年記念イベント

　かつしかスポーツフェスティバル 　H29/10/9(月・体育の日)


