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自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

特定非営利活動法人
地域総合スポーツ倶楽部・ピボットフット

東京都大田区中馬込1丁目1番17-504号

2022 年度

活動計画書

NPO 法人地域総合スポーツ倶楽部・ピボットフット
Ⅰ．基本方針
（１）コロナ災禍後の新しい生活スタイルにおけるスポーツ活動の提案
（２）事業収益の確立と安定的な経営
（３）民間企業との連携協働での事業展開
（４）組織の充実と人材育成の強化
（５）非営利活動の充実と収益事業による財務体質の強化
（６）地域社会や関連団体との連携・協働の強化充実
Ⅱ．重点課題
（１）コロナ災禍後の倶楽部経営の早期回復と安定化
（２）安定的な財務基盤としての既存事業の充実と新規事業立ち上げ
（３）民間企業や他分野 NPO 等との連携協働で収益事業を展開
（４）行政機関との連携で地域スポーツの振興と街づくり
（５）（一社）おおたスポーツコミッションとの連携強化
（６）都立高校と協働で地域スポーツの振興の充実
（７）学校運動部活動の地域移行に伴う役割を検討
Ⅲ．事業内容
１． 事業企画
１） 基幹事業であるスポーツ教室の充実と新規教室の開発および専門
ソフトの開発と事業化
２） ヤマトホールデイングス㈱が羽田に展開する地域社会貢献型施設ク
ロノゲートフオーラム運営受託でスポーツを軸にした地域活性化を
協働推進
３） 東京五輪後でのコロナとの共生に向けた地域スポーツインフラと
しての（一社）おおたスポーツコミッションと連携した「Ota Sports
United Project」の実現
４） 都立蒲田・雪谷高校との連携協働で運動施設の有効的活用
および蒲田高校エンカレッジスクール支援との有機的連携でより
地域に密着した事業の推進
５） 地域イベントやセミナーの開催に当って、主に（一社）大田観光協
会や大田区商工会議所および大田区スポーツ推進担当や（公財）大
田スポーツ協会との共催・協働事業として地域とのさらなる共生を
目指し、より観光資源としての価値を確立
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（１） 教 室 事 業
１） バスケットボール
小中学生教室および成人向け教室のさらに質の向上を図る。育成
部門の運営に強化のテーマを検討する。
① 小中高校・一般で大田区内に８クラス運営
② おおたスポーツコミッションと連携してバスケットボールアカデ
ミーをヴィッキーズとの協働で拡充する
２） テニス
小学生から成人までが楽しんでテニスの基本を学べる教室運営
を目指す。
① 初級・中級クラスを日曜日の午前中で２回/月開催
② 上級クラスの運営支援
西尾プロとの提携でﾋﾟﾎﾞｯﾄﾌｯﾄ西尾茂之ﾃﾆｽ教室の運営支援
３） 健康体操教室
健康管理及び増進を目的とし、気軽に、楽しく誰でも参加でき、
参加者皆で支える教室として安定的な運営を目指す。
① 原則毎週金曜日午後、4 回/月の開催
② 協力：利根川 K スタジオ
４） チアリーディング教室
幼稚園児から一般までがチアを通して体を楽しく動かすこと
やチアの基礎を学べる教室運営を目指す。また、地域の活性
化のための地域イベントや地元トップチームの応援に積極的に
参加する。雪谷地区ｲﾝﾌﾆﾃｲ、ｽﾊﾟｰｸﾙ選抜ﾁｰﾑの強化育成と競技会
参加を行う。
① 雪谷地区（ビッキーズ 8 クラス）、出雲地区（ビリーブス 3 クラス）
、
池上地区（タートルズ 2 クラス）、六郷地区（チップマンクス１ク
ラス）６月新規開校
ⅰ原則各 4 回/月の開催
ⅱ地域イベントや競技大会への積極的な参加と PR
ⅲ大会出場ﾁｰﾑの強化や合宿を計画し競技会及び世界大会への挑戦
５） クロスミントン教室
日本初大田区からのニュースポーツとして日本クロスミントン協
会と連携して普及を目指す。大田区で定期的な国際大会を開催しそ
の運営と国際交流、スポーツツーリズムとして観光協会、旅館組合
等との連携する
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① 原則土曜日夜間で 2 回/月の開催
６） ジュニアビートフｲットネス教室（ｴｱﾛﾋﾞｯｸ）
嵐やＡＫＢ48 のビートに乗ってスポーツエアロビック・マット
運動、ダンスミックスで楽しく安全に運動の基本を提供する
① 原則月曜日夕方で 3 回/月の開催
ⅱ地域イベントへの積極的な参加と PR
ⅲ協力：ＯＫＪｴｱﾛﾋﾞｯｸﾌｱﾐﾘｰ
７） リズムダンス教室
ﾋｯﾌﾟﾎｯﾌﾟを中心したﾘｽﾞﾑﾀﾞﾝｽで楽しく身体を動かす
ﾘｽﾞﾑﾀﾞﾝｽの基本基礎をわかり易く提供する
① 一般・ジュニア教室（蒲田地区）、ジュニア教室（羽田地区）、
ジュニア教室（大森地区）
ⅰ原則 3 回/月の開催
ⅱ強化クラスの充実、国際大会への参加
ⅲ地域イベントへの積極的な参加と PR
ⅳ蒲田高校・蒲田中学と連携した蒲田ダンスカーニバルを開催
８） 機能改善教室
運動の習慣化と健康向上に貢献することを目的とする
健康体操の基本・基礎動作の指導を提供する
① 原則 4 回/月の開催
９） 大人のためのバレーストレッチ教室
ラジオ体操から始めるゆったりバレーストレッチ
専門インストラクターによる指導を提供
① 原則火曜日午前で 4 回/月の開催
② 協力：日本ｽﾎﾟｰﾂ文化創造協議会
※主催：ＮＰＯ法人ﾀｳﾝﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ、共催：ﾋﾟﾎﾞｯﾄﾌｯﾄ
１０） 忍者ナイン教室
新しいカタチの運動メッソド、９つの運動能力を育てる
忍者の世界観で楽しく行える運動を提供します。
① 道塚教室・池上教室・萩中教室・開桜教室
ⅰ原則 3 回/月の開催
※協力：㈱拓人こども未来
１１） ランニング教室
プロアスリートの指導でかけっこの基本とコツを学び
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タイムの短縮を目指します。
① 雪谷教室・馬込教室
ⅰ原則 3 回/月の開催
※協力：0.01SPRINT PROJECT
１２） SPAS かけっこ教室
最新テクノロジー/科学の力で走りを得意にする
①道塚教室 原則 3 回/月の開催
※協力：㈱スポレングス
１３） フライングデイスク教室
フライングデイスクで楽しく遊ぶ
①都南教室 原則 2 回/月の開催
※協力：大田フライングデスク協会
１４） いろいろスポーツキッズ（新規）
ﾄﾗﾝﾎﾟﾘﾝやｶﾊﾞﾃﾞｲ等数種類以上のスポーツが体験でき、楽し
みながら基礎運動能力がアップする
①蒲田教室 原則 1 回/月の開催
※協力：日本スポーツ文化創造協議会
１５） ヨガ教室
楽しみながら健康増進に向けたヨガ
① 羽田教室 原則 4 回/月の開催
１６） ラクビーアカデミー（新規）
タグラクビーを中心に運動習慣と体力増強
① 雪谷教室 原則２回/月の開催
② 千鳥教室

原則３回/月の開催

１７） 学習支援教室
スポーツと学習の両立を狙いとして区内塾と連携して開催
※協力：田進ゼミ
１８） 準備教室
① スポーツ鬼ごっこの新規教室開校準備
② 馬込の寺子屋での文化活動の開校準備
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（２）（一社）おおたスポーツコミッションとの連携事業の推進
１）Ota Sports United Project 構想の推進
２）バスケットボールの街大田区プロジェクトの推進
３）大田区バスケットボール U15 育成チームプロジェクト
４）中学校運動部活動の地域移行受け皿づくり
５）スポーツ医科歯科栄養実践コミュニテイ
６）ゆいっつベースキャンププロジェクト
７）イトヨーカドー健康応援フエア
８）㈱未来創研との羽田 HTC 協働事業
９）羽田空港跡地整備への提案
（３）都立高校施設開放事業との協働事業の推進
１）蒲田高校と連携して学校運動施設の優先的使用による拠点化で、
地域社会貢献事業として有効的連携と活用を推進する。
２）また、ｴﾝｶﾚｯｼﾞｽｸｰﾙ支援で講師を派遣した授業科目と学校および
ﾋﾟﾎﾞｯﾄﾌｯﾄとの間でより地域に密着できる有機的連携を提案する。
３）蒲田・雪谷高校と連携して各高校を拠点とした地域ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ
育成のﾓﾃﾞﾙとして運営する。
（４）セ ミ ナ ー 事 業
１） バスケットボール指導者講習会
２） 医科学・栄養学・トレーナー等セミナー

数回/年
数回/年

（５） イベント企画・運営事業
１） 大田スポーツまつり（体育の日）大田区体育協会主催事業に参加
２） 区民ふれあいフェスタ大田区主催事業に参加
３） おおたスポーツ健康フエスタに参加
４） 一般社団法人大田観光協会等地域団体との協働事業としてのｽﾎﾟｰﾂｲ
ﾍﾞﾝﾄを検討
５） 教室事業以外で区民・都民の交流を目的とした定期的ｲﾍﾞﾝﾄを企画
（６） 人 材 協 力 事 業
１） 蒲田高校エンカレッジ授業に 3 人の専門市民講師協力（ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ
、ﾃﾆｽ、ｸﾛｽﾐﾝﾄﾝ）
２） 蒲田高校と雪谷高校の運営連絡協議委員をとして協力
３） （一社）全国ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞｺﾐｯｼｮﾝ、（一社）東京ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞｺﾐｯｼｮﾝ、
（一社）おおたｽﾎﾟｰﾂｺﾐｯｼｮﾝに人材協力
４） 障害者団体や支援学校、中学校部活動への指導者派遣
５） 馬込中学校部活指導員派遣
６） 他団体・NPO 等への各指導者協力
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２． 収益事業
１） ヤマトフオーラム運営受託、コロナ後の再開に向けての準備
２） バスケットボールフリータイム等各種イベント事業の企画実施
３． 全国スポーツクラブコミッション他との事業的展開と協働事業の検討
１） 全国ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞｺﾐｯｼｮﾝと連携しｽｹｰﾙでの事業活動を検討
２） 東京ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞｺﾐｯｼｮﾝ、大田ｽﾎﾟｰﾂｺﾐｯｼｮﾝとの連携で地域
でのスポーツインフラの構築
４． 倶楽部ハウス等の活動拠点の確保と組織の充実および人材育成強化
（１）運営スタッフの充実と教育及び役割分担と連携の強化
（２）技術指導者の質と量の充実と教育
（３）大学との協働で指導者インターシップ制度導入を検討
５． 広報活動
（１）ホームページの充実
（２）リーフレットの作成や定期広報誌の発行
（３）各メディアへ積極的なＰＲ活動
６． 営
業
（１）オフィシャルスポンサー等協賛企業の募集
７． 総務・財務
（１）財務基盤の強化
１） オフィシャルスポンサー等協賛企業の募集
２） 賛助会員の入会促進
３） 寄付募集の検討
（２）規約等の充実
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２０２２年度特定非営利事業にかかる活動予算書
2022年4月1日から2023年3月31まで

科

金

目

額

Ⅰ 収入の部
1 受取会費
入会金
会 費

1,500,000
1,500,000

２ 事業収益

スポーツ教室事業
ヤマトアリーナ受託事業
イベント事業他

39,000,000
18,000,000
100,000
57,100,000

３ 委託・補助金等収入

地方公共団体委託金
民間助成金

0
0

４ 協賛金
５ 寄付金

0

６ 雑収入

当期収入合計（Ａ）
前期繰越収支差額
収 入 合 計（Ｂ）

3,898,131

58,600,000
3,898,131
62,498,131

Ⅱ 支出の部
１ 事業費

スポーツ教室事業
ヤマトアリーナ受託事業
イベント事業他

32,000,000
12,000,000
100,000
44,100,000

２ 管理費

給料手当
印刷製本費
会議費
事務費
旅費交通費
通信費運搬費
消耗事務用品費
修繕費
賃借費
新聞図書費
情報処理費
保険料
諸会費
租税公課
支払手数料
雑
費

8,500,000
100,000
400,000
250,000
400,000
300,000
580,000
100,000
700,000
30,000
800,000
50,000
150,000
1,900,000
10,000
100,000
14,370,000

３ 予備費

100,000
100,000

当期支出合計（Ｃ）

58,570,000

当期収支差額（Ａ）－（Ｃ）

30,000

次期繰越収支差額（Ｂ）－（Ｃ）

3,928,131
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