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たかぎスポーツクラブで活動しているけど、
あまりクラブのこと知らないなぁ。
たかぎスポーツクラブって何なんだろう？

この本では、知っているようで実は知
らなかった、たかぎスポーツクラブの
ことをわかりやすく解説していくよ！

【この本で伝えたいこと】
たかぎスポーツクラブは2022年度で設立10年目に入ります。設立以来受
けていたtoto助成金がゼロになり、自立したクラブ運営を今後ますます
求められていきます。この本では、最近入ったばかりの人にもわかるよ
うに、クラブのカタチやこれまでの経緯などをお伝えします。クラブの
『持続可能性』や『自主運営』を考えるきっかけにしてください。
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たかぎスポーツクラブって、
どんなクラブなの？

総合型地域スポーツクラブだよ。だれ
もが、いつまでもスポーツなどの活動
を楽しめる社会を目指しているんだ。

●総合型地域スポーツクラブとは・・・

たくさんの いろいろな人が
ずっと楽しめるクラブなんだね！

いろいろな年齢の人がいて、
いろいろな種目があって、
いろいろな目的で活動ができる、
地域のみんなで作り上げていくクラブのこと。

●たかぎスポーツクラブの理念

だれもが、いつまでも、気軽に
スポーツや文化活動を通じて、
「健康」「生きがい」「仲間」
を持ち続けられる社会の実現を
目指している。

●たかぎスポーツクラブの大きさ
・会員数 ５７１名 （２０２１年度実績）
・種目数 ５７ （２０２１年度実績）
・開催回数 ２,６３１回（２０２１年度実績）

たかぎスポーツクラブって、
いつからあるの？

2013年につくられて、2022年度で10年
目。これまで色々なことがあったんだ。

最初から今のカタチだったわけじゃな
いのね。クラブも成長しているのね！

●たかぎスポーツクラブ年表
年度 年数 出来事 お金のこと 始まった主な種目

2011～ 0 設立準備 toto助成金

2013 1
喬木村総合型地域スポーツク
ラブ

参加チケット フットサル,ヨガ,陸上,
フラダンス,リズムボ
クシング,リトミック1枚あたり90円

2014 2
参加チケット 太極拳,健康体操,

1枚あたり181円に テニス,学習

2015 3
『たかぎスポーツクラブ』に
改名

・年会費2000円

・教室によりチケット必要枚
数を変更

2016 4
「教室」から「定期活動」に
変更

会費制始まる

コーディネーショ
ン,スポーツ広場,

コグニサイズ,

ダンススポーツ

2017 5
一般社団法人格を取得。独立
した法人(会社)となる。

・会費制に完全移行 スポレック,

・事業費に係るtoto助成金終
了

サッカー,

バドミントン

2018 6
『みんなの広場アスボ』に拠
点を移す。

年会費5000円に ヒップホップ,卓球

2019 7 英会話,絵画

2020 8 消費税の課税事業者になる
村補助金ゼロに

ICT
※toto助成最終年度

2021 9 パラスポーツ

・村から事業受託開始
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たかぎスポーツクラブって、
だれがやってるの？

会員のみんなで決めて、みん
なで作り上げてきたんだよ。

●クラブのことは自分たちで決められる！

社員総会という会議で、クラブのルールや役員、事業・予算
などの一番大切なことを決めるよ。社員総会では会員のみん
なが賛成や反対に一票を入れることができる。いつもやって
いる活動は、全部社員総会で決めたことなんだよ。

社員総会
でみんな
で決める

事務局が
準備する

みんなで
活動を行う

●喬木村とのかかわり

やりたいことを 自分たちで
実現していくクラブなのね！

喬木村に抱っこ
されている状態

・村が事務局
・自己財源率は
たったの１０％

一人立ちしたが、ま
だ補助が必要な状態

・自立した法人
・補助金あり

ともに同じ目標に向
かって協力している

・補助金ゼロ
・事業受託
・自己財源率は約９０％に！

みんなで出し合ったお金は
どうなっているの？

みんなの活動費や、働いてく
れた人のお給料、税金などを
支払うのに使われているよ。

お金は自分たちのクラブの為に使わ
れているんだね。クラブを未来に残
していく為にも、お金は大切だね。

●クラブの収入

●クラブの支出

約2000万円 ※2021年度決算

【事業費内訳】
・職員給与 53%
・コーチ謝金 26%
・用具等 21%

【管理費内訳】
・運営・マネージメントに関わる人件費

79％

・その他 21%

約2300万円 ※2021年度決算

1～5年目 5～7年目 8年目～

75.6% 3.1%

0.3%

21.0%

会費 補助金 寄付金 委託料等

※補助金とはtoto 助成金ではなく、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う休業時に申請を
行った雇用調整助成金受給によるものです。

55.6% 0.3% 44.1%

事業費支出 その他 管理費支出

※2021年度決算は新型コロナウイルス感染症拡大に伴う活動停止期間（3ヶ月）
を含んでいます。活動は停止中であっても委託事業の遂行などでクラブは営業
しているため、収入はありませんが管理費は必要になります。収入より支出が
多いのはそのためです。



クラブの情報って
どこで分かるの？

ホームページやらくらく連絡
網（メール）でわかるよ！
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●ホームページには情報が満載！

●らくらく連絡網でメールが受け取れる！

イベントや行事
などの最新情報
が確認できる

定期活動のお休
みなどの変更情
報も載ってるよ

スマホで
読み取って
さっそく

見てみよう！

【登録方法①】
下記メールアドレスに空メールを送信して、
案内に従って登録する。
66118923@ra9.jp

【登録方法②】
『らくらく連絡網』アプリをダウンロードし、
団体コード「66118923」でたかぎスポーツク
ラブに登録する。

わかった！らくらく連絡網
登録しておくね！

代表理事からのメッセージ

●一人一人ができること

・楽しく活動する！
・らくらく連絡網に登録して、クラブの情報をしっ
かりつかむ！
・友人や家族をクラブに誘う！
・クラブを良くする方法をマネジャーに提案する！

たかぎスポーツクラブは、会員や地域の皆さまの

「やりたい！」という気持ちを運営に反映させて、

ここまで大きくなってきました。これまで、たく

さんの課題を乗り越えてこられたのも、皆さん

のクラブをより良くしようという気持ちがあった

からです。私たちのクラブを未来の子どもたちに

も残せるよう、これからも協力し合いましょう。

一般社団法人たかぎスポーツクラブ代表理事 井澤広美

一人一人がクラブ全体
のこと、未来のことを
考えるのが大切だね！


