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2018 年度 事業報告書 

特定非営利活動法人 関西大学カイザーズ総合型地域スポーツ・文化クラブ 

Ⅰ 事業期間 

 2018年4月1日 ～ 2019年3月31日 

Ⅱ 事業の成果 

大学が保有する知財（科学的・教育的知見）・人財（指導者、学生）・資財（施設）を地域社会と

の連携の中で最大限に活かし、地域社会への理解を深めるとともに、活性化につなげる活動を実施し

た。 

設立４年目となる今年度は、サッカー・アイスホッケー・チアダンスのスクール事業とフィギュア

スケートクラブに加え体操スクールを新規に開講し、スポーツスクール事業を充実させ、スポーツ活

動を通して、青少年が目標を持ち、それに挑戦する気持ちを引き出し、クラブの仲間とコミュニケー

ションをとることによって社会性を身につける場を提供することが出来た。 

 また、今年度も他ＮＰＯ法人や諸団体と連携し様々なイベントを開催した。大きなイベントとして

は、安全で安心、かつアカデミックな環境で、主に子育て世代の母親の社会参画を支援するイベント

「まちＦＵＮまつり」を開催し、約7,000名もの参加者と共に、新しい関西大学ファン獲得の一翼を

担う形として成功裏に終えることができた。地域コミュニティ活性のためキャンパスを拓き市民の

「つながる場」の創造ができ、多くの参加者から次年度以降の継続開催について要望を頂いた。 

Ⅲ 事業の実施状況 

１ 特定非営利活動に係る事業 

（１）（事業名） 各種スポーツ及び文化スクールの企画・運営事業 

 （内 容） スポーツスクールの開催（サッカー・アイスホッケー・チアダンス・体操） 

スポーツクラブの運営（フィギュアスケートクラブ） 

（実施場所） 関西大学千里山キャンパス中央グラウンド（サッカー） 

関西大学 たかつき アイスアリーナ（アイスホッケー・フィギュアスケート） 

関西大学千里山キャンパス 千里山東体育館（チアダンス・体操） 

（実施日時） 2018年4月～2019年3月（主に日曜日、体操は平日も開講） 

（事業の対象者）スポーツスクール参加希望者 

（収 益） 23,101,282円 

（費 用）  21,914,251円  【 当期正味財産増減額 】1,187,031円 

（２）（事業名）  植松努 氏 講演会「思うは招く」＆モデルロケット教室 

（内 容）  講演会及び子供たちとのロケット作成・打ち上げ実演 

（実施場所） 関西大学千里山キャンパス BIGホール・千里山東体育館・中央グラウンド 

（実施日時） 2018年5月26日(土) 

（事業の対象者）一般住民、小学生以上の子供、関西大学の学生 他 

（３）（事業名） 第41回総合関関戦 第39回大島鎌吉記念健康マラソン大会 

 （内 容） 関西大学学生センター及び関西大学体育会本部主催行事への参画 

（実施場所） 関西大学千里山キャンパス内周回コース 

（実施日時） 2018年6月3日(日) 

（事業の対象者）一般住民、小学生以上の子供、関西大学の学生 他 



（４）（事業名）  キッズミュージアム 

（内 容）  関西大学博物館主催行事への参画 

（実施場所） 関西大学千里山キャンパスあすかの庭周辺 

（実施日時） 2018年8月2日(木)～3日(金) 

（事業の対象者）一般住民、未就学児童・小学生の子供 

（５）（事業名） 防災ワークショップ in 関西大学 

（内 容） ほくせつ親子防災部(ＮＰＯ法人ママふぁん関西)への後援企画 

子育てパパやママを対象とした防災ワークショップ 

（実施場所） 関西大学千里山キャンパス 千里山東体育館 

（実施日時） 2018年10月25日(木) 

（事業の対象者）一般住民（子育て中のパパやママ） 

（６）（事業名） まちＦＵＮまつり in 関西大学 

（内 容） ＮＰＯ法人ママふぁん関西との共催企画 

地域コミュニティ活性化にむけ大学を拓き市民の「つながる場」を創造する。 

（実施場所） 関西大学千里山キャンパス 

（実施日時） 2018年12月9日(日) 

（事業の対象者）一般住民、未就学児童・小学生～高校生の子供 他 

（７）（事業名） スポーツフォーラム2019 

「ｅスポーツ元年、見て・聞いて・知る～現状と今後の展望～」 

（内 容）  産経新聞社との共催企画 

東京オリンピック・パラリンピックを軸に、今後開催される国際スポーツ大会

で果たすべき関西の役割を明確にすると共に、高まるスポーツ熱を背景に、そ

の役割の深化を考える機会の創出。2018年度は大きく認知度が高まっている 

ｅスポーツをテーマに実施。 

（実施場所） 関西大学梅田キャンパス 

（実施日時） 2019年3月16日（土） 

（事業の対象者）一般応募による参加者、関西大学の学生、教職員 

２ その他の事業 実施しなかった 

Ⅳ 社員総会の開催状況 

第３期 通常総会 

（日 時） 2018年6月27日（水）13時00分から13時30分 

（場 所） 関大会館GF中会議室 

（社員総数） 13名 

（出席者数） 12名（書面表決者又は表決委任者なし） 

（内 容） 第１議案 2017年度の事業報告に関する件

第２議案 2017年度の収支決算報告に関する件

第３議案 2018年度の事業計画書に関する件 

第４議案 2018年度の活動予算に関する件 

第５議案 役員（監事）改選の件 

第６議案 定款変更に関する件 



Ⅴ 理事会その他の役員会の開催状況 

第１２回 理事会 

（日 時） 2018年6月27日（水） 12時20分～13時00分 

（場 所） 関大会館GF中会議室 

（出席者） 理事・監事13名 出席者12名（書面表決者又は表決委任者なし） 

第１議案 役員（理事）改選に関する件 

第２議案 2017年度の事業報告案に関する件 

第３議案 2017年度の収支決算報告案に関する件

第４議案 2018年度の事業計画書案に関する件 

第５議案 2018年度の収支予算案に関する件 

第６議案 定款変更に関する件 

第７議案 イベント開催に関する件 

第１３回 理事会 

（日 時） 2018年9月14日（水） 12時30分～13時10分 

（場 所） 関大会館GF中会議室 

（出席者） 理事・監事15名 出席者13名（書面表決者又は表決委任者なし） 

第１議案 まちＦＵＮまつりについて 

第２議案 スポーツフォーラムについて 

第３議案 母子対象防災イベントについて 

懇談事項 一般社団法人格の取得について 

第１４回 理事会 

（日 時） 2019年1月23日（水） 12時30分～13時30分 

（場 所） 関大会館4F大集会室 

（出席者） 理事・監事15名 出席者15名（書面表決者又は表決委任者なし） 

【報告事項】 

第１議案 まちＦＵＮまつりについて 

【審議事項】 

第１議案 新規スクール（バスケットボール教室）の発足について 

第２議案 スポーツフォーラム2019について 

懇談事項 事務局運営について 

懇談事項 その他（チャリウッドへの参加について） 

第１５回 理事会 

（日 時） 2019年3月27日（水） 12時00分～13時30分 

（場 所） 関大会館3F第１会議室 

（出席者） 理事・監事15名 出席者12名（書面表決者又は表決委任者なし） 

【報告事項】 

第１議案 スポーツフォーラム 2019 について 

【審議事項】 

第１議案 新規スクール（バスケットボール教室・テニス教室）の発足について 

第２議案 特定非営利活動法人 関西大学カイザーズ総合型地域スポーツ・文化クラブ 

事務局細則の変更について 

第３議案 理事の変更について 

第４議案 各種イベントの出展について 

懇談事項 事務局の運営について 

懇談事項 その他（一般社団法人関西大学カイザーズクラブの運営について(報告)） 

以上 



科目

【経常収益】

  【受取会費】

    正会員受取会費 190,000 

    賛助会員受取会費 1,870,000 2,060,000 

  【事業収益】

スクール事業収益 21,041,240 

  【その他収益】

    受取　利息 42

    雑　収　益 0 42 

経常収益  計 23,101,282 

【経常費用】

  【事業費】

    （人件費）

人件費計 0 

    （その他経費）

業務委託費 13,884,710 

消耗品　費(事業) 1,217,220 

賃  借  料(事業) 3,152,200 

保　険　料(事業) 440,184 

諸　会　費(事業) 84,000 

支払手数料(事業) 392,222 

雑　　　費(事業) 1,064,420 

その他経費計 20,234,956 

事業費  計 20,234,956 

  【管理費】

    （人件費）

人件費計 0 

    （その他経費）

保　険　料(管理) 83,200 

通信運搬費 86,167 

消耗品　費 718,654 

広告宣伝費 65,490 

支払手数料 59,130 

雑 費 666,654 

その他経費計 1,679,295 

管理費  計 1,679,295 

経常費用  計 21,914,251 

当期経常増減額 1,187,031 
【経常外収益】

    経常外収益  計 0 

【経常外費用】

経常外費用  計 0 

税引前当期正味財産増減額 1,187,031 

当期正味財産増減額 1,187,031 

前期繰越正味財産額 3,111,873 
次期繰越正味財産額 4,298,904 

※今年度はその他の事業を実施していません。

活　動　計　算　書
[税込]（単位：円）　　

自 2018年 4月 1日  至 2019年 3月31日特定非営利活動法人関西大学カイザーズ総合型スポーツ・文化クラブ

金額



科目

  【流動資産】

    （現金・預金）

小口　現金 0 
普通　預金 3,784,850
りそな銀行1 (533,184)
りそな銀行2 (3,251,666)
現金・預金 計 3,784,850

（未収金） 2,070,200

（前払金） 180,304

2,250,504

流動資産合計 6,035,354

資産合計 6,035,354 

  【流動負債】

（未払金） 1,728,450

（前受金） 8,000

    流動負債合計 1,736,450

負債合計 1,736,450 

正味財産 4,298,904 

《資産の部》

《負債の部》

特定非営利活動法人関西大学カイザーズ総合型スポーツ・文化クラブ

財　産　目　録

[税込]（単位：円）

2019年 3月31日 現在全事業所

金額



科目

  【流動資産】

    （現金・預金）

小口　現金

普通　預金 3,784,850 

現金・預金 計 3,784,850 

（未収金） 2,070,200 

（前払金） 180,304 

流動資産合計 2,250,504 

資産合計 6,035,354 

  【流動負債】

（未払金） 1,728,450 

（前受金） 8,000 

    流動負債合計 1,736,450 

負債合計 1,736,450 

  前期繰越正味財産 3,111,873 

  当期正味財産増減額 1,187,031 
    正味財産合計 4,298,904 

負債及び正味財産合計 6,035,354 

《負債の部》

《正味財産の部》

特定非営利活動法人関西大学カイザーズ総合型スポーツ・文化クラブ

貸　借　対　照　表

[税込]（単位：円）

2018年 3月31日 現在全事業所

《資産の部》

金額



2019 年度事業計画書 

特定非営利活動法人 関西大学カイザーズ 総合型地域スポーツ・文化クラブ 

Ⅰ 実施予定事業（案） 

１ 特定非営利活動に係る事業 

（１）スポーツ及び文化スクールの企画・運営事業 

ア．サッカースクール 

実施場所：関西大学千里山キャンパス 中央グラウンド・屋内練習場 

（実施日時）４月～３月（主に日曜日、月４回） 

（事業の対象者）５歳～制限なし 定員１５０名 

イ．アイスホッケースクール 

実施場所：関西大学高槻キャンパス たかつきアイスアリーナ 他 

（実施日時）４月～３月（主に木・日曜日） 

（事業の対象者）５歳～中学生 定員１００名 

ウ．チアダンススクール 

実施場所：関西大学千里山キャンパス 千里山東体育館他 

（実施日時）４月～３月（主に日曜日、月３回） 

（事業の対象者）５歳～小学生 定員５０名 

エ．体操スクール 

実施場所：関西大学千里山キャンパス 千里山東体育館他 

（実施日時）４月～３月（火曜・水曜・木曜・金曜・土曜・日曜、月４回） 

（事業の対象者）４歳～制限なし 定員１５０名 

オ．バスケットボールスクール 

実施場所：関西大学千里山キャンパス 千里山東体育館他 

（実施日時）４月～３月（主に日曜日、月４回） 

（事業の対象者）小学生～制限なし 定員９０名 

カ．テニススクール 

実施場所：関西大学千里山キャンパス 空中テニスコート 他 

（実施日時）主に土曜日・日曜日（不定期） 

（事業の対象者）小学生～制限なし 定員３２名（予定） 

キ．関西大学カイザーズフィギュアスケートクラブ 

実施場所：関西大学高槻キャンパスアイスアリーナ 他 

（実施日時） 不定期（スクールではない） 

 （事業の対象者）アイスアリーナでフィギュアスケート活動をしているもの 

〔連携事業〕 

千里山イングリッシュスクール 

 実施場所：関大前ラボラトリ（通称 まち・かん１１４） 

（実施日時） ４月～３月（主に月曜・木曜・金曜、月４～８回） 

（事業の対象者）小学生～制限なし 定員１クラス約10名 

（２）関西大学のファンを増やす活動（イベントの実施） 

ア．チャリウッド2019 

（内 容）  梅田茶屋町を中心としたまちおこしイベントへの参加 

（実施場所） 関西大学梅田キャンパス・梅田東コミュニティ会館 他 

（実施日時） 2019年5月11日（土）～12日（日） 

（事業の対象者）一般市民、関西大学の学生 他 来街者見込み 約205,000名 



イ．キッズミュージアム 

（内 容）  博物館との連携事業 子供のものづくり ＆ スポーツ体験 

（実施場所） 関西大学千里山キャンパス 博物館・あすかの庭 

（実施日時） 2019年８月６日（火）、７日（水） 

（事業の対象者）北摂地域の小中学生・保護者 来場者見込み 約2,000名（昨年度実績） 

ウ. まちＦＵＮまつり in 関西大学

（内 容） 地域コミュニティ活性化にむけ大学を拓き市民の「つながる場」を創造する。 

（実施場所） 関西大学千里山キャンパス 

（実施日時） 2019年12月８日（日） 

（事業の対象者）北摂地域の住民 来場者見込み 約7,000名（昨年度実績） 

（３）各種スポーツ及び文化活動に関する普及・啓発事業 

ア．ウェブページ管理運営・関係諸団体への告知 

イ．各種SNSを用いた広報活動 

ウ. 活動報告書の作成

２ その他の事業（収益事業） 実施予定なし 

以上 



科目

【経常収益】

  【受取会費】

    正会員受取会費 160,000 

    賛助会員受取会費 2,250,000 2,410,000
  【事業収益】

スクール事業収益

・サッカースクール 5,100,000

・アイスホッケースクール 4,500,000

・チアダンススクール 2,400,000

・体操スクール 8,000,000

・バスケットボールスクール 2,200,000

・テニススクール 1,500,000

・フィギュアスケートクラブ 100,000 23,800,000
  【その他収益】

    雑収益 0 0 

経常収益 計 26,210,000
【経常費用】

  【事業費】

    （人件費）

人件費計 0 

    （その他経費）

業務委託費 16,000,000 

印刷製本費(事業) 200,000 

消耗品費(事業) 1,300,000 

賃借料(事業) 3,300,000 

保険料(事業) 500,000 

諸会費(事業) 100,000 

支払手数料(事業) 400,000 

雑費(事業) 1,200,000 

その他経費計 23,000,000 

事業費  計 23,000,000 

  【管理費】

    （人件費）

人件費計 0 

    （その他経費）

保険料(管理) 100,000 

通信運搬費 100,000 

消耗品費 1,000,000 

広告宣伝費 100,000 

支払手数料 70,000 

雑費 800,000 

その他経費 計 2,170,000 

管理費 計 2,170,000 

経常費用 計 25,170,000
当期経常増減額 1,040,000 

【経常外収益】

    経常外収益 計 0 

【経常外費用】

    経常外費用 計 0 

税引前当期正味財産増減額 1,040,000 

当期正味財産増減額 1,040,000 

前期繰越正味財産額 4,298,904 

次期繰越正味財産額 5,338,904 

※ 今年度はその他の事業を実施していません。

金額

2019年度 収支予算
[税込]（単位：円）    

特定非営利活動法人 関西大学カイザーズ総合型地域スポーツ・文化クラブ 2019年4月1日から2020年3月31日まで




