
   
「クラブライフが心とからだと暮らしを変える」 

2010年度 TSC事業報告 
 

■組織および会員制度改革 

◆定款変更により会長職などを設置 

 初代会長：前株式会社チューリップテレビ代表取締役社長 池森武宣氏 

 

◆部会制度導入 

「スクール事業部会」「イベント・クラブハウス事業部会」「人材育成部会」「営業部会」「広報・SNS 部

会」の５つを設置。それぞれに CAP（スクール＝嶋田賢太郎氏・イベント＝高田和朗氏・人材＝单木恵一

氏・営業＝伊東悠太郎氏・広報＝池田吉宏氏）・部会員を配置。 ＊営業部会では部会 CAP代行として安

部香一氏が就任 

 

◆新会員制度 

①「TSC パートナー制度」と「スポーツマンシップメンバー」の 2 本柱 

②TSCパートナー制度 

・クラブマネジメントパートナー（Gold、Silver、Heartfull、Youth の 4カテゴリー） 

＊定款変更により Gold・Silver 会員が正会員資格ならびに総会議決権を有する 

・ビジネスパートナー 

・クラブハウスパートナー 

③スポーツマンシップメンバー（サッカースクール・パワーヨガ教室） 

・スクール会員 

・ビジター会員 

 

■営業部会事業 

◆TSCパートナーの獲得 

①クラブマネジメントパートナー 32名（Gold・Silver・Heartfull・Youth）  

②ビジネスパートナー 12社（Gold 会員所属企業含む） 

③クラブハウスパートナー 7 店舗（各 TSC 事業に参画）  

 

◆各事業へ協賛・協力・支援・助成金の獲得 

①スポーツ観戦お出かけ支援募金設置店 7 店舗 ＊募金は共同募金会開設通帳へ直接納める 

②岩瀬スポーツ公園指定管理者バックアップ事業 

 「～スポーツフェスティバル～ はじめよう、みんなのスポーツ PartⅡ」協賛 2社・協力 1社 

③第 3 回イタリアサッカークリニック inとやま 2011 ～今が旬！本場のカルチョを知ろう～協賛 1社  

④富山ファーストバンク社会福祉基金「スポーツ観戦お出かけ支援事業」新規助成金申請 

 ＊決定通知は 4月上旬 

 

■スポーツマンシップメンバー事業（スクール事業部会） 

◆4 月～3 月 スクール事業として「サッカースクール」・「パワーヨガ教室」を開催 

①開催数：サッカースクール 76 回、パワーヨガ教室 47 回 
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②活動場所：富山県総合運動公園屋内ドーム・富山電気ビルディング・県民会館、八尾スポーツ 

アリーナ・岩瀬スポーツ公園他 

③会員人数：41名（パワーヨガ 11名、U-12 21 名、デベロップ 6名、ゴールキーパー3名） 

     ＊上記は年度内休会者を含む 

 

今年度よりスクール会員とビジター会員の 2 コース制になったことにより、ビジターチケット会員が

増え、計 12 名の利用があった。サッカースクールにおいては冬期トレーニング講習会（松木コーチ）を

実施。パワーヨガ場家インストラクターが 4月より産休に入るため、西村奈々子さんが代行する。 

 

◆スクール会員ミーティング開催 4月 

◆おやべ SC サッカー教室への指導者派遣 6月 5日（土）、6月 12 日（土）、10月 23日（土） 

◆オープンスクール開催 7月 19日（月・祝） 

◆スポーツマンシップメンバー新年会 1月 29日（土）牛虎にて 

◆常願寺 FC ゴールキーパートレーニングに指導者派遣（トライアル期間として 3月に 3回実施）  

 

■イベント・クラブハウス事業 

◆スポーツ観戦おでかけ支援募金ならびに観戦ナビゲーション 

富山県共同募金会と協働、福祉施設のご招待に加え、レシーバー機器によるルール解説、観戦視点サ

ービスを提供。2008年 6月以降集まった累計募金額は現在 1,038,833 円で招待施設数は 13 施設。 

 また、募金缶設置のクラブハウスパートナー7店舗における 22年度募金総額は 90,333円 

 

①7月 18 日：（株）シーエーピー・タウン情報富山発行 30周年記念事業「おもしろ観戦ナビゲーション」 

をサポート。富山サンダーバーズ戦（野球） 

②9月 19 日：（福）白皇山野積園をカターレ富山（サッカー）ホームゲームへご招待。感謝状をいただく 

③9月 23 日：（財）がんの子供を守る会富山県支部 富山サンダーバーズ（野球）ホームゲームへご招待 

④1月 8日：社会福祉法人渓明会 花椿 V チャレンジリーグ（バレーボール）ホームゲームへご招待 

⑤10月 24 日：カターレ富山ホームゲームにて募金活動実施 

⑥10月 2 日：街頭募金活動 in 富山駅前（TSCスクール会員 3名、コーチ 4名が参加） 

 

◆FIFA ワールドカップ 2010 パブリックビューイング 

 TSCクラブハウスパートナーである TEN-KUUにて実施。（予選リーグ・決勝トーナメント） 

 飲食を伴う観戦の楽しさを実感できた。 

 

◆Ｊリーグ観戦ツアー 

日  程：4月 10日（土） 

カ ー ド：アルビレックス新潟 vs 浦和レッズ 

場  所：東北電力ビックスワン 

参加人数：27名 

 

◆スクールプロモーション兼、岩瀬スポーツ公園指定管理者バックアップ事業 

 「～スポーツフェスティバル～ はじめよう、みんなのスポーツ PartⅡ」 

日  程：10月 16日（土）・17 日（日） 

場  所：岩瀬スポーツ公園 
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参加人数：親子サッカー29 名・中高サッカー19名 

協  賛：中部ペプシコーラ販売株式会社、株式会社富山スポーツパークマネジメント 

協  力：全国農業協同組合連合会 富山県本部（JAとやま） 

 

◆地域活性化のための講演会 

①TSC5 周年記念講演会・懇親会 藤口光紀氏（前浦和レッズ社長） 

「夢に向かって ～スタジアムを核にした街づくり～」 

期  日：5月 22日（土） 

場  所：富山県民会館 

参加人数：講演会 41名・懇親会 26 名 

 

②元 W 杯日本代表コーチ FIFA インストラクター小野剛氏講演会 

「富山におけるスポーツの果たす役割」 

期  日：1月 15日（土） 

場  所：富山県民会館 

参加人数：59名 

＊多くのメディアにて放送および掲載あり 

 

＊池田吉宏氏（TSC 広報・SNS部会 CAP） 砺波ロータリークラブ卓話（寄付行為） 

「富山発・スポーツの可能性」 

期  日：4月 5日（月） 

場  所：砺波ロイヤルホテル 

参加対象：砺波ロータリークラブメンバー 

 

◆TSCクラブパートナー新年会 

 今年度は日頃よりお世話になっている 3 プロスポーツ運営会社各社長をご招待、FIFA インストラクタ

ー小野剛氏をゲストにお呼びし、県内プロスポーツの抱負や富山における将来像について歓談。 

日  程：1月 14日（金） 

場  所：富山県民会館「キャッスル」 

参加人数：31名 

 

◆第 3 回イタリアサッカークリニック inとやま 2011 ～今が旬！本場のカルチョを知ろう～  

各メディアからの取材あり。チューリップテレビ、ケーブルテレビ富山にて放送された。 

講  師：河村 優（姫路獨協大学女子サッカー部監督・男子サッカー部コーチ） 

日  程：2月 21日（月） 

場  所：八尾スポーツアリーナ 

参加人数：42名（TSC スクールを除く地域からの参加数） 

協  賛：株式会社グランドマイスター すし居酒屋「大海」（Gold 会員＆クラブハウスパートナー） 

 

◆（仮称）富山城シティランナーズ会に向けたテスト走行 

 富山市内で最もアーバンな情景を映し出す富山城周辺（約 1.2Kｍ）を 3 回程度試走。近隣で入浴施設

を併設する「ドーミーイン富山」にて試走後入浴調査した。 
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■人材育成事業 

◆指導者養成事業：Ｃ級およびキッズライセンス受講 

 受講・助成内容：日本サッカー協会公認 C級コーチおよびキッズ受講費を全額助成 

 受講人数：C級 2名、キッズ（U-8 、U-10  1名） 

 

◆日本クラブユースサッカー連盟（JCY）クラブマネジャーズセミナーへの講師派遣 

 日 程：12月 4日・5日（秋田）、12月 18 日・19日（新潟）、1 月 15日・16日（岡山） 

 派遣者：单木恵一 ＊TSC人材育成 CAP として 

 

＊JFAスポーツマネジャーズカレッジサテライト講座（寄付行為） 

日 程：11月 4日間（島根） １月 4日間（福井）  2月 4日間（広島） 

派遣者：佐伯仁史 ＊JFA インストラクターとして 

 

■広報・SNS 事業 

◆SNSサービス「CLUB HOUSE とやま」スタート 

 

◆ホームページリニューアル 

・会員制度改革に伴う改修工事 

・2008 年 6月リニューアル以降 3月 23日 18：00時点のホームページアクセス数は 95,368 である 

 

◆コーチブログコーナー「スクールコーチのブログだよ！」スタート 

・コーチ、インストラクター日々の素顔を紹介 

 

◆ラジオたかおか「マジラジ」に嶋田スクールマスター出演 

・7月 15 日（木）オープンスクール PRおよび TSC活動を紹介した。 

 

◆北陸中日新聞 NPO コーナーにて TSC 記事連載 

期 間：10月 5日より 10回連載 

構 成：池田広報 SNS 部会 CAP 

 

◆TSC会報 

LIFE MANAGEMENT VOL.8 を発行 巻頭インタビューは池森会長（5000 部印刷） 

構成・編集は池田広報 SNS 部会 CAP 

 

◆メディア戦略 

岩瀬イベント誘客に向けたプロモーション（チューリップテレビ「みんなの告知版」） 

スクールプロモーション（ケーブルテレビ富山「Do スポーツ」） 

また、各事業のリリース、メディア対応および掲載資料 HP展開などを行った。 

 

＜スポーツ支援自販機事業＞ 

■中部ペプシコーラ販売株式会社様との協働事業 



   
「クラブライフが心とからだと暮らしを変える」 

 2009 年 4月以降、支援金合計額は 2月末現在で 63,492 円となり、本年度 TSC イタリアサッカークリニ

ック（地域小学生への無料クリニック）に 26,830円を充当した。 

 

＜Gold 会員ミーティング＞ 

■2月 17 日 富山県民会館 

＊ミーティング名称や頻度については今後検討 

 

＜定例および臨時部会 CAP ミーティング＞ 

■ 6月 11 日 サンシップ３Fボランティア交流センター 

■ 7月 9 日 サンシップ３Fボランティア交流センター 

■ 8月 6 日 サンシップ３Fボランティア交流センター 

■ 9月 10 日 サンシップ３Fボランティア交流センター 

■10月 8 日 サンシップ３Fボランティア交流センター 

■11月 12 日 サンシップ３Fボランティア交流センター 

■12月 10 日 サンシップ３Fボランティア交流センター 

■ 1月 26 日 サンシップ３Fボランティア交流センター 

■ 2月 12 日 サンシップ３Fボランティア交流センター 

■ 3月 12 日 サンシップ３Fボランティア交流センター 

■ 3月 18 日 サンシップ３Fボランティア交流センター 

■ 3月 20 日 サンシップ３Fボランティア交流センター 

 

＜定例および臨時理事会＞ 

■ 5月 22 日 サンシップ３Fボランティア交流センター 

■ 8月 24 日 サンシップ３Fボランティア交流センター 

■11月 16 日  サンシップ３Fボランティア交流センター 

 

＜定期総会＞ 

■5月 22 日 県民会館 

■3月定例総会は 4月 2日に変更 県民会館 

 

 

＊その他、詳細については TSC ホームページ http://www.toyama-sc.com で確認できます。 


