
令和4年3月31日現在オリジナル会員数 305名　休会者 27名含む

令和4年3月31日現在アドバンス会員数 302名 ：合計 607 名

Ｒ3年度 月：日 会 議 会 場

　4月  1日 　4月理事会　　 　水元総スポ地域交流ホールＡ

  4月23日 　東京都第１回企画運営委員会　令和4年3月2日迄12回 　オンライン　＆　尾澤ビル

　4月  8日 　臨時理事会 　水元総スポ地域交流ホールＡ

　4月15日 　令和3年度会計監査 　水元総スポ地域交流ホールＡ

　4月28日 　令和3年度定期総会　第9回 　西水元飯塚新町会自治会館

　5月  6日 　5月理事会　コロナ感染拡大防止の為、中止 　地域交流ホールＡ

　5月26日 　5月理事会 　西水元地区センター

　6月12日 　ふれあいフェスタ2021　第1回実行委員会 　地域交流ホールA

　6月23日 　6月理事会　以下会合は感染拡大防止対策を遵守で開催 　地域交流ホールＡ

　7月  8日 　第1回運営委員会 　水元総スポ第1・2会議室

7月17日 　ふれあいフェスタ2021　第2回実行委員会 　水元総スポ第1会議室

7月28日 　7月理事会 　水元総スポ第1会議室

　8月  7日 　ふれあいフェスタ2021　第3回実行委員会 　地域交流ホールＡ

　8月17日 　第8回葛飾区トランポリン交流大会事前打ち合わせ 　地域交流ホールＡ

　8月18日 　ふれあいフェスタ2021　第4回実行委員会 　地域交流ホールＡ

　8月25日 　8月理事会 　水元総スポ第1会議室

　9月  4日 　ふれあいフェスタ2021　第5回実行委員会 　地域交流ホールＡ

　9月10日 　第8回葛飾区トランポリン交流大会　第1回実行委員会 　水元総スポ第1・2会議室

　9月18日 　ふれあいフェスタ2021　第6回実行委員会 　地域交流ホールＡ

　9月22日 　シニア振興事業「グラウンド・ゴルフ大会」 　水元総スポ多目的広場

　９月26日 　東京都障害者セミナー 　セントラルプラザ

　9月29日 　9月理事会 　水元総スポ第1会議室

 10月  8日 　地域事業参加型指導員育成会場視察 　水元総合スポーツセンター

 10月16日 　ふれあいフェスタ2021　第7回実行委員会 　水元総スポ第1会議室

 10月18日 　東京都スポーツ振興功労賞 　区役所5階庁議室

 10月20日 　ふれあいフェスタ2021　第8回実行委員会 　水元総スポ第1・2会議室

 10月27日 　10月理事会 　水元総スポ第1会議室

   　 10月31日　　都民参加事業「ふれあいフェスタ2021」 　水元総合スポーツセンター

 11月  5日 　第8回葛飾区トランポリン交流大会　第2回実行委員会 　水元総スポ第1・2会議室

 11月  7日 　地域スポーツクラブ大運動会 　オンライン

11月24日 　登録・認証制度セミナー 　主婦会館プラザエフ

 11月24日 　１１月理事会 　地域交流ホールＡ

 11月30日 　第8回葛飾区トランポリン交流大会　第3回実行委員会 　地域交流ホールＡ/B

 12月   5日 　第8回葛飾区トランポリン交流大会　 　水元総合スポーツセンター

 12月   6日 　TOKYO障スポナビ　クラブレポート取材 　水元総合スポーツセンター

12月 12日 　東京地域スポーツクラブオンラインミーティング 　オンライン

 12月２２日 　１２月理事会 　水元総スポ第１会議室

 12月２２日 　種目別交流大会現地視察 　中央区総合スポーツセンター

1月２６日 　1月理事会 　水元総スポ第1会議室

2月１０日 　令和３年度第２回地域スポーツクラブ連絡協議会 　オンライン

2月２３日 　2月理事会 　水元総スポ第1会議室

３月   ５日 　地域スポーツクラブ交流大会 　オンライン

3月    9日 　水元総スポ初期消火訓練 　水元総合スポーツセンター

３月２３日 　第２回運営委員会 　水元総スポ第１・2会議室

３月３０日 　３月理事会 　水元総スポ第１会議室

理事会他 　理事会12回　　臨時理事会1回　　運営委員会2回 　地域交流ホールＡ/B  　第1会議室

　ふれあいフェスタ8回　 　地域交流ホールＡ/B  　第1会議室

　トランポリン交流大会3回 　地域交流ホールＡ/B  　第1会議室

専門部会 　総務部会11回　事業部会12回　広報部会12回　会計部会12回 　各所

　ホームページ更新

　毎月度予定表発行12回　　クラブだより発行　2　回

　区、地域イベント・協力事業に於いて広報活動

実行委員会

広報活動

オール水元スポーツクラブ令和3年度事業報告①運営事業

《令和3年度会員数》

　期間：令和3年4月1日～令和4年3月末まで

1 運営事業(会議・会合・説明会)

令和3年

令和4年



　リフレッシュ健康体操   毎週/2部制 　水元学び交流館　レクホール 2,547 37

　マクラメ編み教室   月1回(第1月曜) 　水元総スポ　地域交流ホールＡ 101 11

　バドミントン   月3回(2〜4週) 　葛美中学校体育館 323 32

　ナイター硬式テニス   月4回 　水元総スポ　テニスコートＡ・Ｂ 677 36

　気　功   月4回 　水元学び交流館　レクホール 1,449 42

　健康吹矢   月4回 　水元総スポ　第１・２会議室 881 41

　バウンドテニス   月4回 　水元学び交流館　レクホール 979 42

　茶道・お点前教室   月1回(第3水曜) 　水元学び交流館　和室 30 3

　スナッグゴルフ   月2回 　水元総スポ多目的広場 204 20

　楽しい卓球   月4回 　水元学び交流館　レクホール 450 35

　押し花教室   月1回(第2木曜) 　水元総スポ内 54 10

　練功教室   月4回 　水元総スポ　第１・２会議室 1,447 44

　ラケットテニス   月4回 　花の木小学校体育館 250 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 702 43

　フォークダンス   月2回　コロナ感染拡大防止の為、休会 　水元総スポ　フィットネススタジオ 0 0

　イス体操教室   月2回(第2、第4金曜) 　水元学び交流館　視聴覚室 656 22

　はつらつ健康体操   月2回～3回　偶数月2回　　奇数月3回 　金町地区センター 783 27

　スナッグゴルフ   月2回 　水元総スポ多目的広場 222 19

　スポーツ(健康)ダーツ   月4回 　水元総スポ　第１・２会議室 814 43

　ノルディックウォーキングⅠ   月２回 　水元公園及び地域周辺 47 16

　カローリング   月2回（第1、第3土曜） 　飯塚小学校体育館 129 16

　パワーヨガ   月4回 　水元総スポ　第１・２会議室 842 43

　シェイプアップ ウオーキング   月4回 　水元総スポ　第１・２会議室 814 42

　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 87 11

　ノルディックウォーキングⅡ   月２回 　水元公園及び地域周辺 69 19

　スポーツ太鼓   月2回（第1、第3日曜） 　水元学び交流館　視聴覚室　飯塚新町会防災倉庫 104 18

合計 14,661 711

2ー2　アドバンスプログラム

　クラブ Ⅰ 　通年 　水元総スポ　サブアリーナ 340 34

　クラブ Ⅱ 　通年 　水元総スポ　サブアリーナ 351 34

　ジュニア Ⅰ 　3期 　水元総スポ　サブアリーナ 765 34

　ジュニア Ⅱ 　3期 　水元総スポ　サブアリーナ 712 34

　障害者トランポリン教室 　2期 　水元総スポ　サブアリーナ 229 23

　クラブ Ⅰ 　通年 　水元総スポ　サブアリーナ 416 38

　クラブ Ⅱ 　通年 　水元総スポ　サブアリーナ 306 38

　ジュニア Ⅰ 　3期 　水元総スポ　サブアリーナ 777 38

　ジュニア Ⅱ 　3期 　水元総スポ　サブアリーナ 755 38

　大人コース 　通年 　水元総スポ　サブアリーナ 185 38

　キッズコース 　3期 　水元総スポ　サブアリーナ 919 38

合計 5,755 387

月曜日 　ジュニア育成硬式テニス 　２期 　水元総スポ　テニスコート 295 12

火曜日 　はじめてジャズダンス 　通年 　水元総スポ　第１・２会議室 252 42

水曜日 　元気体操 　3期 　水元総スポ　サブアリーナ 1,534 29

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 335 38

金曜日 　書道教室 　2期 　水元総スポ　地域交流ホールA 159 22

合計 2,575 143

2ー3　参加型プログラム

　令和3年5月18日・25日・6月1日 　葛美中学校校庭　水元総スポサブアリーナ 155 3

　令和3年8月5日 　水元学び交流館和室 15 1

　折り紙教室 　令和3年6月24日～令和4年3月24日 　水元学び交流館　第三集会室 96 9

　コロナ感染拡大防止の為、中止 　水元学び交流館　和室予定 0 0

　令和3年6月26日　令和4年2月26日 　葛飾総合高等学校予定 23 2

　コロナ感染拡大防止の為、中止 　幸田小学校プール予定 0 0

　コロナ感染拡大防止の為、中止 　区内柴又周辺 0 0

　令和3年4月7日～8月4日 　水元学び交流館　第一集会室 25 4

　令和3年2月6日 　水元総スポ　車寄せ帯 8 1

　コロナ感染拡大防止の為、中止 　西水元地区センター会議室 0 0

合計 322 20

　花の寄せ植え（販売）

　歌声 mizumoto

　バルーンアート教室

　写　経

　浴衣着付け教室

　都立学校開放事業　硬式テニス

　カヌー教室

　柴又七福神巡り

年　度
開催数

参加型プログラム 会　場
延べ

参加人数
年　度
開催数

　ライバルに差をつけろ「かけっこ教室」

金曜日

曜 日 アドバンスプログラム 会　場
延べ

参加人数

月曜日

日曜日

曜 日 アドバンスプログラム：トランポリン教室 会　場
延べ

参加人数
年　度
開催数

月曜日

火曜日

水曜日

木曜日

金曜日

土曜日

オール水元スポーツクラブ　令和3年度事業報告 ②自主事業　　

2−1　オリジナルプログラム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

曜 日 オリジナル・プログラム 開催日 会　場
延べ

参加人数
年　度
開催数

　期間：令和3年4月１日～令和4年3月末まで



区

分

　令和3年9月22日・9月24日 　東水元小学校　校庭 112 2 区

　令和3年9月11日 　飯塚小学校　体育館　校庭 70 1 区

　幸田小学校　陸上教室　5年生91名　　6年生98名 　令和3年10月9日・11月13日 　幸田小学校　校庭 189 2 区

　令和3年6月4日・10月4日 　花の木小学校　校庭 242 2 区

合計 713 9

　特別支援学級連携事業

　葛美中学校支援学級トランポリン 　月1回　月曜日　 　水元総スポ　サブアリーナ 216 10 区

　令和3年7月26日・27日・29日

　　　　　8月2日・3日・5日

　令和3年6月26日 　奥戸総合スポーツセンター 24 1 区

　令和3年４月16日～令和4年３月11日 　水元総スポ　サブアリーナ 191 10 区

　令和3年12月5日 水元総スポ　メイン・サブアリーナ 191 1 区

　令和3年6月7日～令和4年3月14日 　水元総スポ　第一第二会議室 463 40 区

　高齢者はつらつ健康体操教室 　3期制　　 高砂地区センター・柴又学び交流館 691 42 区

合計 1,953 100

区

分

　シニア振興事業グラウンド・ゴルフ大会 　令和3年9月22日 　水元総スポ　多目的広場 157 1 都

　都民参加事業ふれあいフェスタ2021 　令和3年10月31日 　水元総スポアリーナ　多目的広場 297 1 都

　都立特別支援学校活用促進事業ブラインドサッカー体験会 　令和3年7月4日　　10月17日 　都立水元小合学園 11 2 都

　都立特別支援学校活用促進事業ボッチャ体験会 　令和3年10月3日　　11月21日 　都立水元特別支援学校 25 2 都

　令和3年度地域スポーツクラブ交流会　　クラブＰＲ動画配信 　令和4年3月5日 　オンライン 2 1 都

合計 492 7

開催日 会場 協力者数
開催
数

区分

　令和3年11月14日 　水元総スポ　多目的広場 3 1 地域

　コロナ感染拡大防止の為、　不参加 0 0 地域

　コロナ感染拡大防止の為、　中止 　水元総スポ　地域交流ホール　Ａ/Ｂ/Ｃ 0 0 地域

　コロナ感染拡大防止の為、　中止 0 0 地域

　コロナ感染拡大防止の為、　中止 　東水元小学校　体育館　校庭 0 0 学校

　コロナ感染拡大防止の為、　中止 　幸田小学校　校庭 0 0 学校

　令和3年10月10日　 　水元総スポ　アリーナ 11 1 区

　コロナ感染拡大防止の為、　中止 　水元総スポ　地域交流ホール　Ａ/Ｂ 0 0 地域

　コロナ感染拡大防止の為、　中止 　水元清掃工場 0 0 地域

　コロナ感染拡大防止の為、　不参加 　水元総スポ　地域交流ホール　Ａ/Ｂ/Ｃ 0 0 地域

　令和４年１月15日～1月23日　不参加 　オンライン　　リアルコース 0 0 地域

　コロナ感染拡大防止の為、　不参加 　堀切荒川河川敷 0 0 区

　コロナ感染拡大防止の為、　中止 　旧小谷野小学校　 0 0 協力

合計 14 2

　かつしかふれあいＲＵＮフェスタ2022

　こやのエンジョイくらぶさくらフェスタ

　まちかど勉強会（わくわく体操）

　東水元小学校　オリパラ集会　パラ陸上競技教室

　幸田小学校　オリパラ集会　陸上競技教室

　西水元地区ロードレース大会

　水元を良くする会（講演会）

　水元清掃工場フリーマーケット

　かつしかスポーツフェスティバル2021　バルーンアートにて協力

　水元公園菖蒲まつり協賛

　西水元地区夏期合同研修会

　認知症予防ミーティング

3ー3　イベント・協力事業・その他

　西水元地域グラウンド・ゴルフ大会

区
　6年生2クラス合同66名

　障がい者トランポリン教室

　ボッチャ　一般開放事業

　第8回葛飾区トランポリン交流大会

　飯塚小学校　陸上教室（短距離）6年生2クラス　計70名

　花の木小学校　陸上教室・ハードル5年生120名　6年生122名

　教室・講座他事業

　夏休みジュニアランニングスクール 　水元総スポ　多目的広場A 393 6 区

　水元小学校　陸上教室(短距離・幅跳び)6年生1クラス34名
　令和3年9月15日・9月17日 　水元小学校　校庭 100 2

　東水元小学校　陸上教室(短距離・ハードル)5年生55名　6年生57名

開催
数

　期間：令和3年4月１日～令和4年3月末まで

オール水元スポーツクラブ　令和3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                                        開催日 会場
延べ
参加
人数

開催
数

　学校連携事業

　レッツチャレンジトランポリン教室

3ー2　東京都スポーツ文化事業団（助成）事業 開催日 会場
延べ

参加人数


