平成 ２４ 年度 K-Friends 年間事業報告一覧表（案）
平成２４年度

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

第３回総会・K-Friends会員 総合型地域スポーツクラブ
カローリング大会（４/１５ ） 連絡協議会総会（５/８）

第1回運営委員会（4/18 ） 第2回運営委員会（５/11）
11名参加
14名参加

総合型地域スポーツクラ
ブ自立支援事業
（toto支援事業）
定期的・継続的に行
う
スポーツ教室等
一般事業（教室）

定期的・継続的に行
う
スポーツサークル等

一般事業（サークル）

第3回運営委員会（６/１１）
10名参加

県補助金事業

第5回運営委員会（８/10）
8名参加

第6回運営委員会（９/６)
15名参加

よしこちゃんの料理教室
（5/１９）

よしこちゃんの料理教室
（6/23）

フィットネス事業
（月述べ参加人数）
健康・体力
相談事業

その他スポーツ活動
事業
(講習会・研修会への
参加含む）

子どもの健やかな成長支援 次年度会員募集開始
事業ジュニアスポーツ安心 （３/１）
安全サポート事業 加盟団
体説明会（２/１８ ）29名参
加

第7回運営委員会（１０/１７) 第8回運営委員会（1１/14)
7名参加
10名参加

第9回運営委員会（１/２５）
13名参加

第１０回運営委員会（２/１８） 第１１回運営委員会（３/２１）
13名参加
13名参加

）

暮らしの中の書道教室
（5/1８・25）

暮らしの中の書道教室
（6/8・22）

簡単ソーイングサークル
（5/１２・２６）

簡単ソーイングサークル
（6/９・２３）

よしこちゃんの料理教室
（8/25）

よしこちゃんの料理教室
（9/２９）

よしこちゃんの料理教室
（10/27）

よしこちゃんの料理教室
（11/17）

よしこちゃんの料理教室
（12/2４）

よしこちゃんの料理教室
（1/26）

よしこちゃんの料理教室
（2/23）

よしこちゃんの料理教室
（3/23）

暮らしの中の書道教室
（8/３・１７）

暮らしの中の書道教室
（9/７・28）

暮らしの中の書道教室
（10/12・26）

暮らしの中の書道教室
（11/9・30）

暮らしの中の書道教室
（12/14・21）

暮らしの中の書道教室
（1/11・25）

暮らしの中の書道教室
（2/１・１５）

暮らしの中の書道教室
（3/１・22）

簡単ソーイングサークル
（8/２５）

簡単ソーイングサークル
（9/８・２９）

簡単ソーイングサークル
（10/１３・２７）

簡単ソーイングサークル
（11/１７・２４ ）

簡単ソーイングサークル
（12/１・８）

簡単ソーイングサークル
（1/１２・２６）

簡単ソーイングサークル
（2/９・２３）

簡単ソーイングサークル
（3/１６・２３）

Ｋ-Ｆｒｉｅｎｄｓ杯ソフトバレー K-Friendsかつうら元気っ子 どろたんぼカーニバルinか FSF開催（ １0/28 ）
２14名参加
ボール大会（７/２９）59名参 のための夏休み水辺の安 つうら（９/１６）５６名参加
加
全講習会水泳教室(8/17）４
２名

卓球フレンドリーマッチ２０１２
（１１/２３）２８名参加

誰でも簡単ルール、たのし
い！カローリング大会
（1２/９ ） ３７名参加

第３回K-Friends杯ソフトバ 誰でも簡単ルール、たのし
レーボール交流大会
い！カローリング大会
（1/１４）８７名参加
（1/１８ ） ２９名参加

子ども体力向上事業
ベーシックバレーボール教
室（４回）
県OURスポーツ活力向上
事業 カローリング教室２回
第１回カローリング大会（７/
８）
東日本大震災被災地支援
チャリティー
二胡サマ―コンサート＆み
んなDeうたおう！コンサート
町産業交流課 夏休みキッ
ズ料理教室＆オリジナル
キャンドルづくり（7/2２）

県OURスポーツ活力向上
事業
第５回カローリング大会
（１１/４）
第６回カローリング大会
（１１/２５）

暮らしの中の書道教室
（7/６・2２）
簡単ソーイングサークル
（7/１４）

子ども体力向上事業
子ども体力向上事業
ベーシックバレーボール教 ベーシックバレーボール教
室（４回）
室（４回）
子どもの健やかな成長支援
事業 みんなであそんで元
気アップ（４/３０）４４名参加

子ども体力向上事業
ベーシックバレーボール教
室（４回）
チャレンジザゲーム＆指導
者講習会（６/１１）５６名参加
県OURスポーツ活力向上
事業 カローリングC級審判
公認指導員講習会（６/３）
カローリング教室２回

体育館開放事業 カローリ
ング体験（５/３）４２名参加

子ども体力向上事業 ベー
シックバレーボール教室（３
回）
県OURスポーツ活力向上
事業 カローリング教室２回
第２回カローリング大会（８/
５）

子ども体力向上事業 ベー
シックバレーボール教室（３
回）
県OURスポーツ活力向上
事業 カローリング教室２回
第３回カローリング大会（９/
２９）

生名さくらまつり教室披露
（4/7）
（ハワイアンダンス８名・
HIPHOPダンス４９名）

クラブホームページ、
クラブ月刊チラシ、
クラブ案内チラシ配布
婦人会
区長会
８４名

県OURスポーツ活力向上
事業 カローリング教室３回
第４回カローリング大会（１０
/８）

体育館開放事業
（８/５）

喜楽苑夏祭り（８/４）３２名
西岡夏祭り（8/５）３１名
横瀬夏祭り（8 /16）
HIPHOPダンス教室披露

クラブホームページ、
クラブ月刊チラシ、

９０名

クラブホームページ
クラブ月刊チラシ、

１１６名

クラブホームページ、
クラブ月刊チラシ、

７３名

西岡夏祭りクラブ広報（４
名）
クラブホームページ、
クラブ月刊チラシ、
テレビ・ラジオ広報
４９名

子ども体力向上事業 キッ
ズサッカークリニック（１/６）
６０名参加

県企業局ダム水源地補助
事業
かつうら魅力満載 勝浦川
ウォーキング（１１/１８）
体育館開放事業
勝浦町国民健康保険事業 勝浦町国民健康保険事業
（１０/１０）
ノルディックウォーク教室
ノルディックウォーク教室
町健康・福祉まつり＆ボラン （１１/１３）
（１２/１３）
ティアフェスティバル（１０/２
町産業交流課キッズクリス
０）
マス料理教室＆アロマキャ
カローリング・肩こり腰痛改
ンドルづくり
善指導・野菜チェック ７９
（12/２２）
名参加

教育委員会委託事業
町補助金事業
町委託事業

広報活動

3月

さくらまつり
２０１２KW-1
ダンス教室交流会（６/９）７６
スタンプラリーウォーク2012 ソフトボールリーグ戦開幕 名 ふれあいの里さかもと
（４/１）９７名参加
（５/２９～１１/６ １５回 ）８９
名参加 優勝 KRYチーム

体育館開放事業
（４/３０）

不定期に行う文化活
動・教室披露・ボラン
ティア活動等

2月

スポンジテニスサークル（ ６３ 回） ソフトバレーボールサークル（ ８７ 回 ） フットサルサークル（ ４５ 回）

総合型地域スポーツクラ
ブ自立支援事業
（toto支援事業）

不定期に行うスポー
ツ
大会・イベント等

1月

初級ハワイアンダンス教室（ 3４ 回）
レクリェーションダンス教室（ １９ 回） 中級ハワイアンダンス教室（ 3４ 回） レッツ！ストリートダンス教室（ １７ 回） スマイル健康教室（ ３６ 回）
キッズサッカー教室（ 24 回 ） ベーシックバレーボール教室（ １２７ 回） 卓球土・日コース教室（ ４８ 回）
スポンジテニス中級 （ ４３ 回） ナチュラルヨガ教室（ ４２ 回）
セルフコンディショニング教室（ １２ 回）
楽々ストレッチ＆ヨガ教室（ １９ 回） ピラティス教室（ ２１ 回） 体幹トレーニング（ ２２ 回 ）
みんなであそぼう塾（ １０ 回） 運動あそび塾（ １０ 回） キッズダンス教室（ １８ 回）

暮らしの中の書道教室
一般事業
（文化教室・文化サーク （4/6・20）
ル）
簡単ソーイングサークル
（4/14・28）

一般事業

第4回運営委員会（７/9）
11名参加

セルフコンディショニング教室（ ２９ 回）
リズムエクササイズ教室（ ２６回 ） 楽々ストレッチ＆ヨガ教室（ ３９ 回） ピラティス教室（ ３６ 回） 体幹トレーニング（ １０ 回
みんなであそぼう塾（ ３３ 回） 運動あそび塾（ ３３ 回） レッツ！ストリートダンス教室（ ２４ 回） キッズダンス教室（ ２４ 回）

よしこちゃんの料理教室
（4/28）
定期的・継続的に行
う
文化教室等

12月

総合型地域スポーツクラブ
連絡協議会役員会（ １１/２
１ ）

全体スケジュール

運営委員会等
各種会議の開催

11月

クラブホームページ、
クラブ月刊チラシ、

１１６名

クラブホームページ、
クラブ月刊チラシ、

１１２名

軽トラ市ダンス披露参加
（１１/１８）２９名参加

ドリームカーニバル2012
HIPHOPダンス教室参加
（ １２/２４ ）

クラブホームページ、
クラブ月刊チラシ、

クラブホームページ、
クラブ月刊チラシ、

９２名

７６ 名

クラブホームページ、
クラブ月刊チラシ、

７７名

子ども体力向上事業
（運動あそび塾、みんなで
あそぼう塾）

子ども体力向上事業
（運動あそび塾、みんなで
あそぼう塾）

体育館開放事業
（２/１７）
勝浦町国民健康保険事業
運動教室４回

教育委員会委託事業
ノルディックウォーク（３/１０）
勝浦町国民健康保険事業
運動教室３回
カローリング大会（３/１５）
勝浦町人権教育推進協議
会
勝浦町ふれあいソフトバ
レーボール大会（３/２４）
ビックひなまつり
ダンス教室披露（３/９）
ハワイアンダンス教室披露
（３/１６）

クラブホームページ、
クラブ月刊チラシ、
愛育班連絡協議会
老人会

クラブホームページ、
クラブ月刊チラシ、

１０７名
延べ年間人数 1,107

１１５名
人

体力測定（随時）

体力測定（随時）

体力測定（随時）

体力測定（随時）

全国スポーツクラブ会議in クラブリスクマネージメント研 スポーツクラブ運営力向上
和歌山（５/１９・２０）
修会（6/17）
事業 クラブネットワーク支
チャレンジディー研修
援セミナー（7/24）
（５/３０）池田スポーツクラブ

体力測定（随時）

体力測定（１７名）

体力測定（随時）
総合型地域スポーツクラブ
交流大会（10/28）
スポーツクラブ運営力向上
事業 ブラッシュアップセミ
ナー（10/13）
食育推進ボランティアリー
ダー研修会（１０/１１）

体力測定（随時）

体力測定（随時）

体力測定（随時）

総合型地域スポーツクラブ 第３回ドッチビ―大会参加
四国ブロッククラブミーティ （１/１４）3名参加
ング2012
(1２/１・２ 高知)
いきいき健康寿命フォーラ
ム参加（１/２６）
香川生涯スポーツフォーラ
ム参加（１２/１６）

体力測定（随時）
ソフトバレーボール交流大
会
四国ブロック徳島県予選
（２/２４）

体力測定（随時）
ソフトバレーボール交流大
会
四国大会参加（３/３）
K-Friendsチーム
競技型スポーツ団体との連
携会議（３/１０）

