
　 ＮＰＯ法人くだまつ絆星スポーツクラブ

　　  令和4年度総会

   　　令和4年5月23日（月）18時30分～

 ほしらんどくだまつ2階

市民活動室



 　　　　　 ＮＰＯ法人くだまつ絆星スポーツクラブ令和4年度総会次第

 1.    開式の言葉

 2.  　会長あいさつ

 4.    議長選出

 5.    議事

  　   第一号議案　令和3年度事業完了報告について

  　   第二号議案　令和3年度会計決算報告について

       第三号議案　令和4年度事業計画（案）について

   　  第四号議案　令和4年度収支予算（案）について

 　　  その他

 6.    議長退任

 7.    閉式の言葉
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　　　　　　　　　　　クラブの理念・目的

名　称

～笑顔あふれるみんなの遊び場～

総合型地域スポーツクラブ　ＮＰＯ法人くだまつ絆星スポーツクラブ

理　念

ちいさな子どもから高齢者まで、いつでもどこでもみんな気軽に楽しく輝ける

場と仲間づくりの機会を提供するクラブ。

目　的

「ＮＰＯ法人くだまつ絆星スポーツクラブ」では、子どもから高齢者まで

スポーツやレクリエーション及び文化活動に親しむことにより、健やかな心と

体を育み、地域住民の交流の場として家族のふれあいや青少年の健全育成

活力ある地域社会の形成を目的としています。
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　第一号議案　令和3年度事業報告

定期的教室・サークル

曜　日
年間
回数

年間参
加総数
（名）

回平均
（名）

第三月曜日

第三土曜日

火曜日 28回 438名 15.6名

火曜日

水曜日

第一・第三
火曜日

23回 315名 13.7名

水曜日 29回 182名 6.28名

水曜日 下松市市民武道館・旗岡第一集会所 24回 62名 2.58名

水曜日
金曜日
土曜日

55回 1589名 28.9名

金曜日 41回 75名 1.83名

第一土曜日 10回 87名 8.7名

不定期 ハイキング 11回 118名 10.7名

不定期教室・サークル・大会

日 程

　

土曜サークル
（卓球、卓球教室、※ﾆｭｰｽﾎﾟｰ
ﾂ）

下松中学校体育館・下松市市民体育
館

卓球 ・ ジュニア卓球教室

バドミントン

下松市市民体育館 31回 1713名 55.3名

下松スポーツ公園　他

※トランポリン・アジャタ・モルック

切山、米川、笠戸、市内、永源山、
茶臼山等

開催場所

ヨガ教室

　開催種目名

開催場所種　目

ナイトランニング

ＫＩＤＳ✰ＪＵＤＯ体操教室

下松中学校体育館

おさんぽりん教室

下松小学校体育館

ノルディック・ウオーキング

パドルテニス

ジュニアハンドボール

下松スポーツ公園体育館

下松工業高等学校体育館
スポーツ公園体育館・その他

下松スポーツ公園駐車場
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56

ほしらんどくだまつ・下松市市民武
道館  旗岡第一集会所

14回 69名 4.93名

62回 563名 9.08名

親子凧作り教室　(吉村　誠司氏）
下松小学校

（体育館　・　グランド）

参加人数

名

ほしらんどくだまつ

土曜日

11月27日



参加行事・研修・その他

日 程  参加行事・研修・その他 開催場所 参加人数

毎月１回 クラブ広報誌 ホームページ更新

毎月１回 絆星運営委員会 ほしらんどくだまつ 106名

5月31日
令和３年第1回総合型地域スポーツクラブ
山口県連絡協議会理事会

カリエンテ山口3Ｆ第4研修室 1名

6月4日 令和３年総合型地域スポーツクラブ山口県総会 山口きらら博記念公園 1名

6月4日 下松小学校運営協議会（CS) 下松小学校 １名

7月21日 下松市社会教育委員会議 下松市役所 1名

7月28日 第１回周南地域総合型クラブ協議会 ほしらんどくだまつ ３名

7月28日 下松小学校運営協議会（CS) 下松小学校 １名

10月27日 下松小学校運営協議会（CS) 下松小学校 １名

11月24日 第2回周南地域総合型クラブ協議会 ほしらんどくだまつ ３名

1月28日
令和３年第2回総合型地域スポーツクラブ
山口県連絡協議会理事会

山口南総合センター 1名

3月4日 下松小学校運営協議会（CS) 下松小学校 １名

3月17日 第2回下松中央スポーツ振興会 ほしらんどくだまつ 9名

3月18日 下松市社会教育委員会議 下松市役所 1名
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第三号議案　令和4年度事業計画（案）

年間イベント

実施予定年月 実施事業 実施場所

令和4年度7月予定 おさんぽりん教室 国民宿舎大城

令和4年度未定 トップアスリート教室（卓未定

令和4年度未定 バトミントン教室 未定

令和4年度未定 トップアスリート教室（陸未定

令和4年度未定 親子凧つくり教室 下松小学校体育館 ・ グランド

令和4年度未定 ハンドボール教室 未定

サークル

実施年月 種　目 実施場所

通年（毎週火・水曜） バドミントン
下松中学校体育館
下松小学校体育館

通年（毎週火曜） 卓球 下松中学校体育館

通年（毎週水曜） パドルテニス 下松スポーツ公園TRAKC-ONEアリーナ

通年（毎週金曜） ナイトランニング 下松スポーツ公園駐車場

通年（毎週土曜）
土曜サークル
（卓球・ニュースポー
ツ）

下松市市民体育館

通年（年  回） ハイキング、バス旅行 その都度決定

教室

種　目 実施場所

通年（毎週火・土曜） ジュニア卓球教室 下松中学校体育館　・　下松市市民体育館

通年（毎月第１・３火曜） ノルディックウオーキング下松スポーツ公園

通年（毎週水・金・土曜） ジュニアハンドボール
下松工業高等学校体育館
下松スポーツ公園TRAKC-ONEアリーナ

通年（毎月第2土曜） 健康教室（ヨガ） ほしらんどくだまつ

通年（毎月第１土曜・第3月健康教室（おさんぽりん）旗岡第一集会所 ・ ほしらんどくだまつ

通年（毎週水曜） ＫＩＤＳ☆ＪＵＤＯ体操教旗岡第一集会所 ・ やまももホール

広報活動

月1回  広報誌、予定表発行

月1回  ホームページ更新

注：サークル及び教室の予定が変更される場合は、予め連絡いたします。
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第四号議案　令和4年度収支予算（案）

【収入の部】 （円）

No. 予算 備考

900,000

一般会員 900,000 ※スポーツ保険含む

800,000

教室参加費 800,000 各教室、サークル参加費等

859

利息・雑収入 859

祝儀・寄付 0

4
113,141

1,814,000

（円）

No.
予算 備考

1 事業費 550,000 教室・サークル会場使用料、個別指導謝金等

2 30,000 資料コピー代等

3 120,000 はがき・切手・封筒・郵送料金等

4 30,000 交通費・宿泊費等

5 150,000 パンフレット、ホームページ等

6 200,000 サークル用品、競技用品等

7 350,000 クラブマネージャー

8 消耗品費 50,000

9 300,000

10 34,000 総合型地域スポーツクラブ山口県連絡協議会会費等

1,814,000

0

広告宣伝費

スポーツ用具費

賃金

予備費

支出合計

収入合計－支出合計

スポーツ保険
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【支出の部】

費目

1
会費収入

2
事業収入

3
その他収入

繰越金

収入合計

会議費

通信費

旅費

費目
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