平成 26 年度事業報告書

特定非営利活動法人 寝屋川ラグビークラブ
Ⅰ 事業期間
平成 26 年４月 1 日～平成 27 年３月 31 日
Ⅱ 事業の成果
仮認定 NPO 法人としての更なる組織基盤を確立するため、法人の活動内容について地域住民に積極的
な広報活動、イベント活動を行い、会員数の拡大を図りました。
特定非営利活動に係る事業については、ラグビーフットボールの普及に関する活動及び地域への貢献
活動を通して、青少年の健全な心身の育成と生涯スポーツの推奨に力点を置き活動を行いました。また、
淀川河川公園の雑草処理、ごみ拾い等の清掃作業、河川路門当番、寝屋川市スポーツカーニバル駐車場
での車両整理、管理、スポーツ振興連盟運営委員会への参加等、寝屋川市及び地域公共団体から要請の
あるボランティア活動に、マンパワーの手配、必要用具の手配、運搬、管理等の協力を行いました。
認定 NPO 法人認可申請のための法人内手続き、寄付金の公募を行い、認可申請を行った結果、認定
NPO 法人の資格を取得しました。
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】 ラグビーフットボール愛好者の活動支援事業。
【内
容】 地域住民ラグビーフットボール愛好者の活動を支援する事業。
地域住民のラグビーフットボール愛好者への練習、試合の実施、他の地域の
ラグビークラブ、大阪府ラグビーフットボール協会及び関西ラグビーフット
ボール協会が主催する交流試合、トーナメント戦に参加するための手配、手
続き、保険の加入、グランド整備、用具の管理・運搬を行う。
【実 施 場 所】 寝屋川市太間グランド
【実 施 日 時】 毎週日曜日 午前１１：３０～１５：００
【事業の対象者】 地域住民ラグビー愛好者
【収
入】 387 千円
【支
出】 2,314 千円（保険料 225,200 円、協会登録料 223,500 円、大会参加費 65,000
円、機動車費 41,113 円、グランド整備費 152,610 円、医薬品費 3,750 円、物
品費 844,800 円、練習用具備品 60,815 円、レフリー派遣料 42,000 円、地代
家賃 78,000 円、懇親会費 19,707 円、合宿諸経費 412,488 円、セミナー参加
費 300 円、慶弔費 3、400 円、印刷経費 50,803 円、もちつき経費 36,862 円、
雑費 53,333 円）
（２）【事 業
【内

名】 ラグビーフットボールスクールの運営事業。
容】 ラグビーフットボールスクールを運営する事業。
地域住民希望者へラグビーフットボールスクールを開講し、スクール生への
指導、練習、試合の実施、他の地域のラグビースクール、大阪府ラグビーフ
ットボール協会及び関西ラグビーフットボール協会他が主催する交流試合に
参加するための手配、手続き、保険の加入、グランド整備、用具の管理・運
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搬を行う。
寝屋川市太間グランド
毎週日曜日 午前９：００～１１：３０
地域住民希望者
460 千円
１,686 千円（保険料 69,600 円、協会登録料 206,500 円、大会参加費 52,500 円、
機動車費 41,113 円、グランド整備費 152,611 円、医薬品費 3,750 円、物品費
215,800 円、練習用具備品費 32,214 円、地代家賃 78,000 円、合宿諸経費
484,226 円、セミナー参加費 2,000 円、印刷経費 51,103 円、卒業記念品費
254,002 円、もちつき経費 36,863 円、雑費 5,550 円）

業

名】 ラグビーフットボール大会の企画、運営及び協力に必要な事業。
容】 摂南大学、寝屋川市教育委員会が主催する寝屋川ラグビーフェスティバルの企
画、運営に協力し、手続き、各参加スクール、クラブチームへの手配、用具の
運搬・管理等を行う。
【実 施 場 所】 寝屋川市摂南大学
【実 施 日 時】 平成２６年３月１日午前１２：００～１５：００
【事業の対象者】 地域住民希望者
【収
入】 40 千円
【支
出】 9 千円（イベント開催費 8,560 円）

（４）【事 業
【内

名】 地域貢献のためのボランティア活動への参加事業
容】 淀川河川公園の雑草処理、ごみ拾い等の清掃作業、寝屋川市スポーツカーニバ
ル駐車場での車両整理、管理等、寝屋川市及び地域公共団体から要請のあるボ
ランティア活動に、マンパワーの手配、必要用具の手配、運搬、管理等、協力
を行う事業。
【実 施 場 所】 寝屋川市
【実 施 日 時】 随時
【事業の対象者】 地域住民希望者
【収
入】 175 千円
【支

出】 2 千円（雑費 2,304 円）

Ⅳ 社員総会の開催状況
第７回通常総会
（日時）平成 26 年６月 22 日（日） 14 時 30 分から 15 時 32 分まで
（場所）寝屋川市保健福祉センター 多目的ホール
（社員総数） ８５名
（出席者数） ５３名（うち委任状出席者２２名）
（議事内容）
第１号議案：平成２５年度会計報告及び監査報告とその承認について
平成２５年度会計担当の中島倫彦より会計報告を行い、監事の室津彰が欠
席のため、昨日室津彰が監査に問題無きこと確認した旨報告し、質疑応答
を行った。
以上を踏まえて、議長は会計報告に関する承認を挙手にて諮ったところ、

全員異議なく本案は承認された。
第２号議案：平成２５年度事業報告書及び決算報告書案の承認について
行政へ提出する平成２５年度事業報告書及び決算報告書について平成２５
年度副理事長梅本靖洋より説明を行い、質疑応答を行った。
以上を踏まえ議長は平成２５年度事業報告書案及び決算報告書の承認を挙
手をもって諮ったところ賛成多数にて承認された。
第３号議案：議事録署名人の選任の件
議事録署名人にいついて立候補を募ったが立候補者が無かったため役員か
らの推薦で岩井正一、森修英に依頼する旨を伝え挙手にて承認諮ったとこ
ろ異議なく承認された
そ の 他：認定ＮＰＯ法人認定申請の状況報告について
理事長上野詔奉より現状の説明を行った。
寄付状況等認定ＮＰＯ法人申請要項を満たしており、申請を行う旨説明を
行った。
また、現在約１５０万円の寄付金が集まっており用途について話を行った。
寄付金の用途について
① ＥＤ（約３０万円）の購入：異論はなく承認された。
② ジャージ購入：６年生に名前の入ったジャージを製作し贈呈することに
異論はなく承認された。
③４０周年記念Ｔシャツ製作：上記ＡＥＤ及びジャージ購入の予算を組み、
残った金額でＴシャツの製作を行う方向で承認された。
議長は、以上をもって特定非営利活動法人寝屋川ラグビークラブ総会全ての議事を終
了した旨を述べ、閉会を宣した。（１５時３２分）
第８回通常総会
（日時）平成 27 年３月 29 日（日）14 時 30 分から 15 時 58 分
（場所）寝屋川市保健福祉センター 多目的ホール
（社員総数） １０６名
（出席者数）
７８名（うち委任状出席者５２名）
（議事内容）
第１号議案：平成２７年度理事、監査役について
事前に配布した平成２７年度理事、監査役案を理事長井が説明後、質疑応答を
行った。
以上を踏まえ 平成２７年度理事、監査役案 の承認を挙手にて諮ったところ賛
成多数にて承認された。
理事長・副理事長については４月１日以降、平成２７度の理事にて選出を行う。
第２号議案：平成２７年度運営委員会、実行委員会、クラブリーダー、指導員、保護者会運営委員、

学年委員（案）について
事前に配布した平成２７年度運営委員会、実行委員会、クラブリーダー、指導員、保

護者会運営委員、学年委員（案）を理事長井が説明を行い、質疑応答を行った。
以上を踏まえ平成２７年度運営委員会、実行委員会、クラブリーダー、指導員、保
護者者会運営委員、学年委員（案）の承認を挙手にて諮ったところ賛成多数にて
承認された。

第３号議案：主たる事務所の変更について
現在事務局長宅を主たる事務所としているが、事務局長岡嶋氏は理事・事務局長を退

任することから主たる事務所の変更をが必要となったため、平成２７年度の理事会に
おいて検討の上、次回総会において主たる事務所の変更に係る定款の変更を予定して
いる旨、理事長井より説明を行った。
第４号議案：平成２７年度事業実施計画と予算、年間スケジュール（案）について
事前に配布した平成２７年度事業実施計画と予算、年間スケジュール（案）について

理事長井を行い、質疑応答を行った。
以上を踏まえ平成２７年度運営委員会、実行委員会、クラブリーダー、指導員、保
護者者会運営委員、学年委員（案）の承認を挙手にて諮ったところ賛成多数にて
承認された。
第５号議案：４０周年記念事業について

４０周年記念事業として記念式典を開催すること、記念Ｔシャツを作成すること、正
会員向けにネクタイを作成すること詳細にについては２７年度運営委員計画を進める
ことについて理事長井が説明を行い、質疑応答を行った。
以上を踏まえ４０周年記念事業についての承認を挙手にて諮ったところ賛成多
数にて承認された。
第６号議案：愛宕山登山のスケジュール変更について
現在５月に実施している愛宕山登山を耐寒訓練と位置付けていた以前の１月頃
に変更することを理事伊山が説明を行い、質疑応答を行った。

以上を踏まえ愛宕山登山のスケジュール変更についての承認を挙手にて諮ったと
ころ賛成多数にて承認された。
第７号議案：議事録署名人の選任について

議事録署名人にいついて立候補を募ったが立候補者が無かったため役員からの推薦で
九條勝広、蔵守利彦に依頼する旨を伝え挙手にて承認諮ったところ異議なく承認され
た。
そ の 他：守口ラグビースクールの扱いについて、保護者説明会開催について
理事福岡から守口ラグビースクールとの中学生合同チームによる全国大会予選
へのエントリーすること、寝屋川チームとして活動することについて説明を行
った。
理事中島倫彦から保護者へ活動方針の説明会を実施することについて説明を行
った。
議長は、以上をもって特定非営利活動法人寝屋川ラグビークラブ総会全ての議事を終了し
た旨を述べ、１５時５８分、議長が閉会を宣言し総会を終了した。

Ⅴ 理事会の開催状況
第９回理事会
（日時）平成 26 年７月６日（日） 14 時 30 分から 16 時 00 分
（場所）寝屋川市保健福祉センター５階会議室
（理事総数） ２０名

（出席者数） １９名（うち委任状出席者 欠席１名）
（議事内容）
第１号議案：ＡＥＤの機種と管理責任者の選定について
ＡＥＤの見積り内容（フクダ電子、日本光電）を長井理事が説明した。蔵守副理事長
から寝屋川市役所では日本光電製ＡＥＤを設置している旨を説明した。
ＡＥＤ管理責任者をトラック当番とすること、日本光電製ＡＥＤ、防塵防水ケース、
レスキューセットの購入を全員一致で承認された。
第２号議案：ジャージ（６年生贈呈用）のデザイン等の選定について
総会でも説明のあった贈呈用ジャージはクラブ全体の一体感を醸成するため現役チー
ムと同一デザインで現役チームとウィメンズのジャージも合わせて作成することにつ
いてデザイン案・見積りとともに長井理事が説明した。
６年生贈呈用ジャージ、現役チームジャージ、ウィメンズジャージはアシックスのデ
ザインでエフ・スポーツから購入することを全員一致で承認された。
第３号議案：寄附金の案内について
第３号議案は、第 5 号議案終了後に検討することを九條副理事長より提案があり、第
５号議案終了後検討することとなった。
第４号議案：合宿運営について
合宿総括責任者、合宿の募集、しおり、役割分担を長井理事が説明した。
合宿総括責任者を蔵守副理事長とすること、７月１３日に合宿の募集を配布し、８月
３日募集締め切り、８月１０日に合宿説明会を行うこと、役割分担については提案通
りで承認された。
第５号議案：議事録署名人の選定について
議事録署名人を、日吉理事、吉澤理事とすることの承認を求めたところ、全員
一致で承認された。
第３号議案：寄附金の案内について
寄附金の案内文案を苗村理事が説明した。文案の修正の提案があり、蔵守副理事長と
長井理事に文案修正を委任するを九條副理事長より提案され、承認された。
第６号議案：その他
長井理事より次回理事会の日程の提案があり、９月７日に行うことを全員一致で承認
された。
苗村理事クラブ・スクール新聞の復活等の提案があり、次回理事会までに検討してお
くことが確認された。
以上、すべての議題について討議を行い、議長上野理事長の宣言により閉会となった。

第 10 回理事会
（日時）平成 26 年９月７日（日） 14 時 30 分から 16 時 30 分
（場所）寝屋川市保健福祉センター５階会議室
（理事総数） ２０名
（出席者数） １８名（うち委任状出席者 欠席１名）

（議事内容）
第１号議案：合宿会計報告
蔵守副理事長より、合宿の報告があった。４回の練習とも雨の天気であったが大きな怪
我なく合宿を終えた。長井理事より、会計報告があった。写真代がまだ未定だが、概ね
５万円弱の赤字であった。クラブ会計より充当する。
第２号議案：寄附金中間報告
長井理事より、寄附金の中間報告があった。８月末までの７８名、832,000 円の寄附金
があった。パブリック・サポート・テストに適合するよう今後も継続してクラブ員、ス
クール生の保護者らに寄附のお願いを行う。
第３号議案：ＡＥＤ講習会
上野理事長より、ＡＥＤ講習会を実施する計画の説明があった。蔵守副理事長が消防と
調整して実施する。
第４号議案：クラブ・スクール新聞
苗村理事より、年１～２回程度のクラブ・スクール新聞の作成を考えている旨の説明が
あったが、内容は今後検討して理事会に提案する。
第５号議案：議事録署名人の選定について
議事録署名人を、日吉理事、吉沢理事とすることの承認を求めたところ、全員一致で承
認された。
第６号議案：その他
なし。
以上をもって理事会の議案全部の審議を終了したので、午後４時３０分議長は閉会を宣し散会した。

第１１回理事会
（日時）平成 27 年 1 月 25 日（日）14 時 00 分から 16 時 00 分
（場所）寝屋川市保健福祉センター５階
（会議室３-１.２.３）
（理事総数） ２０名
（出席者数） １２名
（議事内容）
第 1 号議案：来年度予算案について
来年度予算案について、長井理事が説明した。来年度は４０周年記念事業とし
て 120 万円、４０周年記念ボールをとして 80 万円を予算化する件につき、全
員一致で承認された。現在実施しているタッチフットボール大会を寝屋川ラグ
ビークラブ主催としたい旨蔵守副理事長より説明があり、主催の件、開催費用
を支出する件につき全員一致で承認された。
予算案に基づき事業実施計画書案を長井理事が作成する。
第２号議案：来年度体制について
来年度体制について、上野理事長、九條副理事長、岡島理事（事務局）が退任の意向で
あることを長井理事が説明した。また、増田理事が退任を表明した。理事長、副理事長、

事務局の選出は次回理事会で行う。
第３号議案：来年度スケジュールについて
来年度のスケジュール案について、苗村理事が説明した。スクール大会、タッチフット
大会、子育て支援の日程等を確認して次回理事会にスケジュール案を提出する。
第４号議案：議事録署名人の選定について
議事録署名人を、日吉理事、中島倫彦理事とすることの承認を求めたところ、全員一致
で承認された。
第５号議案：その他
平成 26 年 10 月 10 日の大阪府庁の監査指摘事項を長井理事が説明した。今後、理事
会は委任状を使用しない、総会は委任状を使用する、支出伺い書を使用する。
以上をもって理事会の議案全部の審議を終了したので、午後４時００分議長は閉会を宣し散会した。

