ＮＰＯ法人 アクアゆめクラブ

行政が主導し、設立された総合型クラブ

7
設立の趣意

シンボル
マ ー ク

NPO法人

アクアゆめクラブ

スポーツを通じて多世代にわたる地域コミュニケーションを図ることにより、青少年の健全育成や
高齢者の生きがいづくりを目的とする。スポーツでまちづくり、夢のあるひとづくり。
「アクア」はギリシャ語で「水」。海に囲まれたまちでスポー
ツを通じてたくさんの夢を育んでほしいという願いを込
めて、雫から夢が溢れ出すイメージです。

ܖய Ņłŕł
会 員 数
幼 児
中学生
一 般

535 名
51 名
50 名
28 名

男性
女性

250 名
285 名

小学生
高校生
60歳以上

306 名
2名
98 名

住所：〒985‑0802
七ヶ浜町吉田浜字野山１‑２
総合スポーツセンター内
TEL：022‑357‑7920
FAX：022‑357‑7921
E-mail：aqua-yume-club@s2.dion.ne.jp
URL：http://aquayume.com/
対象エリア：七ヶ浜町内
対象エリアの人口：19,573 人
教育環境：小学校／３校 986 名
中学校／２校 568 名
設立年月日：平成17年３月27日
設立母体：町体育協会、町スポーツ少年団、町スポ
少指導者協議会、小中学校教員・教頭、
区長会・分館長会、町スポーツ推進委員
会、子ども会育成会
指導者数：総数 32 名（有資格者／ 16 名）
（無資格者／ 16 名）

設立の過程
●平成 10 年度
七ヶ浜長期総合基本計画策定。
●平成 15 年度
七ヶ浜町スポーツ振興基本計画「レインボースポーツ
プラン」を策定。
町体育協会主催の総合型クラブ研修会開催。クラブづ
くりの検討開始。
総合型クラブ設立準備委員会発足、研修の実施。
●平成 16 年度
宮城県教育委員会より社会教育主事の派遣。
日本体育協会総合型地域スポーツクラブ育成推進事業
育成指定クラブ委託事業の受託。
総合型クラブ設立委員会発足、具体的に設立に向けた
準備開始。臨時職員（大学生）を採用。
●平成 17 年度
「アクアゆめクラブ」設立（３月27日）。
NPO法人格取得、「NPO法人アクアゆめクラブ」設
立（９月９日）。
文部科学省放課後子どもの居場所づくり事業受託（〜
18 年まで 2 年間。3 小学校で開催）。
●平成 18 年度
七ヶ浜町総合スポーツセンター管理運営事業受託（指
定管理者）（〜20年まで 3 年間契約）。
健康体力つくり財団シニア体力アップステーション事
業受託（〜19年まで２年間）。
●平成 19 年度
笹川スポーツ財団スポーツエイド事業受託（〜20年
まで２年間）。
●平成 20 年度
笹川スポーツ財団チャレンジデー参加（北海道美幌町
と対戦）。
町体育協会・スポーツ少年団本部事務局運営受託。
●平成 21 年度
スポーツ振興くじ（toto）助成事業受託（〜25年まで）。
笹川スポーツ財団チャレンジデー参加（大分県豊後高
田市と対戦。
●平成 22 年度
笹川スポーツ財団チャレンジデー参加（福島県会津坂
下町と対戦）。
●平成 23 年度
東日本大震災によりスポーツの拠点施設を失う（町民
体育館、テニスコート、第１スポーツ広場）。
震災後５月より一部の活動を再開。
七ヶ浜町より応急仮設住宅総合サポートセンター業務
を受託。
●平成 24 年度
３.11 鎮魂と復興を祈って「夢花火」の打ちあげ（自費）。
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〜行政が支援し、新たな組織化で総合型クラブ創設〜

クラブ名
の 由 来

「アクア」…ギリシャ語で「水」。「ゆめ」…たくさんの夢
を育む。「クラブ」…みんなで知恵を出し合う。

笹川スポーツ財団チャレンジデー参加（北海道富良野
市と対戦）。
支援イベント：日本スポーツ振興センター「スポーツ
ジャパンプロジェクト」開催。
支援イベント：日本オリンピック委員会「オリンピッ
クデーフェスタ in 七ヶ浜」（エール for ニッポン）開催。
支援イベント：東京都・日本アスリート会議「ウォー
ムアップジャパン fromTokyo」開催。
●平成 25 年度
笹川スポーツ財団チャレンジデー参加（広島県竹原市
と対戦）。
ドコモ市民活動団助成「青少年の健全育成・不登校児
童生徒のケア」実施。
文科省：被災地の学びを通したコミュニティ再生事業
実施。
なんでもエンジョイ面瀬クラブ（気仙沼）とスポコム
かくだ（角田）、ジョイナス（加美）とのクラブ交流開始。
●平成 26 年度
笹川スポーツ財団チャレンジデー参加（徳島県三好市
と対戦）。
七ヶ浜町内学校施設開放管理事業を開始。
被災した要援護高齢者等に対する運動教室業務委託事
業を開始。
子どものスポーツをもっと豊かにするための保護者プ
ログラム 「KIRARI★SPORT COLLEGE」開催。
●平成 27 年度
笹川スポーツ財団チャレンジデー参加（香川県多度津
町と対戦）。
NPO法人アクアゆめクラブ設立10周年記念誌を発行。

活動プログラム

管理施設
指定管理施設
野球場、武道館、町民プール、第 2 スポーツ広場、サッ
カースタジアム、キャンプ場、テニス・フットサル
コート、屋内運動場

活動施設
市町村スポーツ施設
野球場、武道館、町民プール、第 2 スポーツ広場、サッ
カースタジアム、キャンプ場、テニス・フットサル
コート、屋内運動場

市町村公民館等施設
七ヶ浜町生涯学習センター

市町村公民館等施設
汐見小学校、松ヶ浜小学校、亦楽小学校、七ヶ浜中
学校、向洋中学校

クラブハウス
スポーツセンター管理棟
所在地：〒985‑0802
七ヶ浜町吉田浜字野山１‑２
１‑２
総合スポーツセンター内
内
施設の種類：市町村施設

スポーツ・レクリエーション種目
バドミントン、サッカー、フットサルガールズ、太
極拳、野球、テニス、水泳、競泳、水中ウォーキング、
トレッキング、ノルディックウォーキング、健康運動、
放課後子どもの居場所づくり（レクリエーション）

ᚨᇌƴǑǔјௐሁ
јௐሁ
■ 地域住民間の交流が活性化した
■ 世代を超えた交流が生まれた

組

織

図

■ 地域の連帯感が強まった
■ 地域が活性化した
■ 地域で子どもたちの成長を見守る機運が高まった

理事長

■ 元気な高齢者が増えた
■ 子どもたちが明るく活発になった

理事会

専

務

■ 地域住民のスポーツ参加機会が増えた
■ 特に変わりがない

※クラブマネジメント

クラブマネジャー
職員２名

臨時職員10名
プログラム
運営

活

動

臨時職員10名

施設管理
運営

応急仮設
住宅

費

予算総額：81,719,849 円

会費内訳（年会費）

その他：9,235,000（施設利用料収入）その他：1,903,000（事業外収益（クラブ））
補助・助成金：4,347,000
（スポーツ振興くじ助成金等）
事業委託費：3,084,849
（被災高齢者に対する運動
教室事業業務委託）
事業委託費：3,750,000
（仮設住宅サポートセンター委託）

その他：2,000（事業外収益（施設））
年会費：2,910,000
（クラブ経営）
参加費：12,088,000
（クラブ事業運営）
指定管理費：44,400,000
（総合スポーツセンター管理
運営委託）
グラフ中の単位：円

個人会員

6,000 円

夫婦会員

10,000 円

家族会員

12,000 円

