
令和 3年度 事業報告書 

 

法人の名称 特定非営利活動法人ファンズアスリートクラブ 

 

 

1 事業の成果 

 

当法人の理念である「スポーツで未来を!!」、「スポーツで地域の絆を!!」という２つの

スローガンを掲げ、「ボーダレス・スポーツ・プロジェクト」と「総合型地域スポーツクラ

ブ」「心体サポート」の 3本柱で活動しましたが、新型コロナウイルス感染拡大の中、新た

な取り組み方が求められ、イベントや教室なども今までの形式で行えず、形態を変えなが

ら取り組んだ 1年でした。 

 今年度は、新型コロナウイルス感染拡大予防のため高齢者施設や地域の町内会館などで

出張教室や、小学校や行政機関と連携している事業、自主運営するスタジオなどでの教室

事業を閉鎖や規模縮小したため、完結できなかった事業やイベントも多々ありました。 

 しかし昨年度から対応し始めた「オンライン開催」などをさらに充実させ活動をしてき

た 1年となりました。 

 

「ボーダレス・スポーツ・プロジェクト」では、障害者運動機会創出事業、スポーツ地域

安全事業を中心に展開しました。特に「ボトルキャップで ABCプロジェクト」に力を入れ

集客型でないプロジェクトを年間通して開催し障害者支援や地域交流などが拡大しました。 

 

「総合型地域スポーツクラブ」では、高齢者健康増進事業、青少年健全育成事業、地域ス

ポーツコミュニティ事業、スポーツ普及事業を中心に展開しました。特に、高齢者健康増

進事業の軸である巡回型健康教室事業である「健康キャラバン」は川崎市宮前区・川崎区・

幸区で大きく活動が拡大しました。 

 

「心体サポート」では、高齢者健康増進事業、地域スポーツコミュニティ事業、スポーツ

普及事業を中心に展開しました。 

 

令和 3年度は、今後の当法人が自粛期間の中でも地域とネットワークを形成していく基礎

作りの 1年になりました。 



2 事業内容 

 

２ 事業内容 

（１） 特定非営利活動に係る事業 

 

① 障害者運動機会創出事業 

 

ア 障害者運動機会創出事業 

・内 容 知的障害者の体力向上や社会に溶け込むための機会の創出のため、知的障害者

の運動教室や支援従事者に向けた必要な安全な器具の研究・開発やプログラム 

研究・開発を行う。川崎市立小学校特別支援級の体つくり授業指導。 

アスリートと共に支援級に出向いてボトルキャップでアート作品を作成し、 

展示などの活動を行う。 

車椅子アメフト、車椅子バスケ、ボッチャなどの障害者スポーツの普及。 

     カローリング・ボッチャ教室の企画・運営。 

・日 時 通年 

・場 所 川崎市内各地・カルッツかわさき・川崎市内小学校特別支援級 

・従事者人員 14人 

・対 象 者 障害者/療育手帳保有者 及び 市民団体 

・費 用 額 161,899円 

 

② 高齢者健康増進事業 

 

ア 高齢者健康増進事業 

・内   容  高齢者向けの介護予防につながるプログラムの研究・開発  及び 介護

予防や身体年齢を下げるためのスポーツイベントや教室を実施。 

併せて介護予防につながるセミナーや講演会を実施。 

社会福祉協議会・地域ケア課、包括地域支援センター、川崎市内市民館

自治会連合会などと連携し出張教室を開催。 

・日   時  通年 

・場   所  川崎市内の市民館・集会所・老人いこいの家などの施設 

パワーライフスタジオ・宮前区役所向丘出張所・川崎市内各地 

・従事者人員  16人 

・対 象 者  高齢者 及び 介護従事者 

・費 用 額  619,427円 

 



③ 青少年健全育成事業 

 

ア 青少年健全育成事業 

・内   容  幼児、小学生などの運動指導や体育・総合などの授業補助を実施。 

                地域の寺子屋事業の企画・運営(川崎市立宮前平・旭町小学校) 

        体育補助士として小学校の体育の授業で指導。 

・日   時  通年 

・場   所  川崎市内市立小学校など 

・従事者人員  24人 

・対 象 者  小学生・幼児 

・費 用 額  616,935円 

 

④ 地域スポーツコミュニティ事業 

 

ア ファンズスポーツクラブ宮前運営事業 

・内   容  総合型地域スポーツクラブの企画・運営。 

        通年の全世代対象のスポーツ教室運営。 

        宮前区オリジナル体操の制作および広報物制作。 

        動画などでの運動指導・情報発信。 

        宮前すこやかウォーキング BOOK制作協力。 

        宮前区内のスポーツ情報をまとめる「宮前スポーツ.net」の運営。 

        宮前いきいき通信(高齢者用情報誌)3か月に 1回の発行。 

         

・日   時  通年 

・場   所  川崎市宮前区全域 クラブハウス・パワーライフスタジオ 

宮前平小学校・向丘出張所など 

・従事者人員  16人 

・対 象 者  一般市民(宮前区民) 

・費 用 額  1,470,604円 

 

イ ファンズスポーツクラブ川崎運営事業 

・内   容  総合型地域スポーツクラブの運営 

        カルッツかわさきでのイベント企画・制作。 

                川崎区ほほえみ元気体操広報物制作。 

        令和 3年度かわさき区いきいき提案事業「川崎ディスカバーウォーク」 

        企画・運営。 



        多摩川スカイブリッジ開通前ウォーキングイベント運営。 

        大師公園など川崎区内施設のネットワーク化。 

・日   時  通年 

・場   所  川崎市川崎区全域 カルッツかわさき 

旭町・宮前・渡田小学校、大師公園など 

・従事者人員  26人 

・対 象 者  一般市民（川崎区民） 

・費 用 額  3,689,795円 

 

 

⑤ スポーツ地域安全事業 

 

ア アスリート地域安全事業 

・内   容  防犯スポーツプロジェクト、キッズ自転車チャレンジの企画・運営。 

        一般社団法人市民住まい向上委員会との共同プログラム開発。 

        川崎区「防犯」「交通安全」動画制作。 

・日   時  通年 

・場   所  教室事業として川崎市内の小学校や公園施設 

・従事者人員  9人 

・対 象 者  一般市民 

・費 用 額  80,258円 

 

⑥ スポーツ普及事業 

 

ア スポーツ普及事業 

・内   容  水球やエアロビックなどの普及や、日本水泳連盟、日本エアロビック 

連盟の委託事業。ウインドサーフィンのトレーニングサポートや開発。 

・日   時  通年 

・場   所  市内全域、全国各地 

・従事者人員  12人 

・対 象 者  一般市民及びアスリート 

・費 用 額  4,160,715円 

(2)その他の事業 

無し 



資料 1 

特定非営利活動法人ファンズアスリートクラブ 活動内容 

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月 31日まで 

 

■令和 3年度 通年事業 

体育指導補助(川崎市教育委員会より受託 宮前平・旭町) 

地域の寺子屋事業(川崎市教育委員会より受託 宮前平・旭町小学校) 

社会福祉協議会(川崎区/幸区)・いこいの家運動指導 

宮前いきいき通信 3か月に 1回発行 

中学生向けエアロビクス指導教材作成(日本エアロビック連盟より受託) 

健康キャラバン(市内各地の市営住宅・市民館・出張所など) 

防犯スポーツプロジェクト(市内各地の小学校)  

ウインドサーフィンプロ選手サポート(パワーライフスタジオ) 

川崎市障害者スポーツ協会 運営委員 

川崎市総合型地域スポーツクラブネットワーク 会員 

神奈川県総合型地域スポーツクラブネットワーク 会員 

全国総合型地域スポーツクラブコミッション 会員 

 

総合型地域スポーツクラブレギュラー教室 

カローリング・ボッチャ教室(障害者 及び全市民 月曜日 カルッツかわさき) 

体育塾(小学生向け 月曜日カルッツかわさき/火曜日 宮前平小学校) 

部位別トレーニング(高齢者向け 火・木曜日 パワーライフスタジオ) 

健康キャラバン(高齢者向け 火曜 カルッツかわさき) 

スローエアロビック(高齢者向け 火曜 カルッツかわさき/水曜 パワーライフスタ

ジオ) 

障害者トレーニング指導(知的障害者 土曜 パワーライフスタジオ) 

シェイプアップエアロ(成人向け 水曜日 パワーライフスタジオ) 

生活習慣病予防エクササイズ(シニア向け 土曜日 パワーライフスタジオ) 

燃焼トレーニング(成人向け 土曜日 パワーライフスタジオ) 

 

オンライン通年 

ファンズ TV・ファンズ STUDY(当法人公式 YouTube) 

楽天シニア コラム及び動画配信 

宮前スポーツ.net運営 



■令和 3年 

4月  

ボトルキャップで ABCプロジェクト 明治安田生命川崎支社 協定締結 

川崎区役所 まちののひろば創出事業 協定締結 

5月 

川崎ディスカバーウォーク富士見エリア編 スペシャルウィーク 

川崎区「ほほえみ元気体操」動画制作開始 

スーパー体育塾「走り方教室」開催(カルッツかわさき) 

6月 

ボトルキャップで ABCプロジェクト 川崎市文化財団 事業委託 

7月 

アート作品制作(川崎市立旭町小学校・支援級他）・アート作品募集開始 

8月 

中学校エアロビック指導映像制作開始(日本エアロビック連盟より委託) 

パラリンピック採火式「川崎の火」運営協力 

カルッツかわさき「ABCプロジェクト」展示(～9月 11日) 

9月 

向丘健康キャラバン本格スタート(向丘地区連合自治会より委託) 

10月 

カルッツキッズ・ジュニア体操 スタート 

11月 

ルフロン文化祭 制作イベント 及び 展示(～12月 26日) 

宮前オリジナル体操制作開始(宮前区役所より委託) 

12月 

川崎ディスカバーウォーク田島エリア編 スペシャルウィーク 

■令和 4年 

1月 

大師公園ぼたんまつり 制作協力 

2月 

川崎市教育文化会館シニア向け健康講座(川崎区より委託) 

川崎ディスカバーウォーク殿町エリア編多摩川スカイブリッジ開通前スペシャルデイ 

3月 

シニア向けボッチャ講座(川崎市教育委員会より委託) 

宮前すこやかウォーキング BOOK制作(宮前区役所より委託) 

カルッツ★パラスポ スプリングフェスタ制作協力(カルッツかわさき) 

パラパーク 制作協力(ラゾーナ川崎) 


