
 

２０１６年度事業報告書 
 2016年4月1日 から 2017年3月31日 まで 

  
 

特定非営利活動法人ソフトボール・ドリーム  
 １ 事業の成果 

   2016年度は､多くの支援者等のお力添えを頂きながら、目的の一つである、2020年東京五輪での 
野球・ソフトボール競技の復活が決まる等、一定の成果を得ることが出来ました（取組みの詳細は、 
下記2(1)並びに別紙１をご参照願います。）。 
普及・復興支援、青少年育成、地域活性化に関する事業においては、東日本大震災で甚大な被害を受

けた宮城県や、福島県へ合計8回の訪問を行い、ソフトボールはもちろん、炊き出しや被災地の皆様と
触れ合いの中で、子供たちの笑顔を引き出すことが出来ました。更に、4月に発生した熊本大地震被災
地へ、Ｔシャツ、ジャージ、靴、タオル等の支援物資を寄贈する取り組みも行いました。 
オリンピック競技復活に向けては、プロ野球選手(機構)等とのコラボレーション活動の積極的な活動

展開や、弊法人が協賛・協力するソフトボール大会・交流大会・支援事業をとおして、国内外にソフト
ボール(競技)を浸透させ、オリンピック競技復活のサポート活動を行いました。特に、海外支援・普及
活動では、アジア諸国での普及活動に重点を置き、取り組みました。 
加えて、支援学校生との交流継続や、全日本車椅子ソフトボール選手権への協賛・協力を行うこと

で、あらゆるステージ・環境でソフトボール(競技)が、生涯スポ―ツとしての魅力を持ち、誰でも楽し
くできることを伝え、競技普及・競技人口の増加に寄与することも出来ました。 
又、(元)日本代表選手等の講師を派遣し、トップアスリートのセカンドキャリアを支援する社会的な
仕組みの歯車として、組織活動の中に定着し、事業を推進することも出来たと考えています。 

 
 ２ 事業の実施に関する事項 
  （１）特定非営利活動に係る事業 

   

事業名 事 業 内 容 
実 施 

 回 数  

実 施 

 

場 所 

従事者 

の予定 

人数 

受益対象者 

の範囲及び 

人数 

備 考 

 
 
 
 
 
普及・振興、 
青少年育成、 
地域活性化に 
関する事業 
 

 
 
 
 
 
 

被災地訪問（ソフトボール
教室･クリニックの開催､ 
炊き出し） 
 
 

 
年8回 

 
宮城・ 
福島 

 
各回3～ 

10名 

 
1 5 0名～ 2 0 0名
(各回) 

 

企業・学生等に対するクリ
ニック・スポーツ教室･講演
会等の開催 

 
年52回 

 
各都道府県 
 

 
各回1～ 
  3名 

小学 生 ・ 中 学
生・高校生等 
150名(各回) 
 

 

各種大会の開催(宇津木杯
等)・運営サポート及び交流
試合・交流会開催 

  
年12回 

 滋賀･佐賀･ 
･兵庫・福島
他 

  
各回1～ 

3名 

各チーム・スポ
ーツ少年団 
150名(各回) 

 

他競技アスリートとの交
流・コラボレーションによ
るソフトボール競技の認知
度アップ・維持継続 

  
年10回 
 

 
東京･群馬･ 
沖縄他 

 
 

  
各回1～ 

3名 
 

 
50～100名 
(各回) 

 

 
オリンピック
復 活 支 援 活
動・事業 
(普及･振興） 

 
オリンピック復活に向けて
の会議出席・プロ野球との
啓蒙活動の展開 

 
 
年6回 

 
東京・メキ

シコ・マレー
シア・イタリ
ア 

 
 
各回1名 

 
 
50～100名 
(各回) 

 

 
支援学校等 
交流(青少年
育成)事業 

 
障がい者ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙの普及・サ
ポートの拡充 

 
年4回 

 
埼玉･群馬・
北海道 

 
 各回1～ 
   3名 

 
小･中･高校生・
一般約5 0名  
(各回) 
 

 

 
 
 海外普及 ･
支援(文化交
流の推進)に
関する事業 
 
 
 

 
日本代表チームの各種大 
会支援・サポート 
 

 
年6回 

  
 日本・ 
カナダ 

 
 各回1名 

 
約30名(各回) 

 

 
支援物資支給、技術指導･ 
教室開催 

  
年2回 

 
タイ王国・ 
マレーシア 

 
 各回1～ 
3名 

 
50～100名 
(各回) 

 

 

 



Ｎｏ 実施日 内　　　　　　　　容 実施場所

1
4月2日

～3日

第６回宇津木妙子杯争奪あすなろ交流ソフトボール大会を協賛

＊優勝・準優勝カップ寄贈

福島県石川町

（２５０名）

2 4月9日

【他競技とのコラボレーション】

プロ野球独立リーグ・ルートインＢＣリーグ開幕戦への協力

（視察：宇津木理事長）

埼玉県熊谷市

（５００名）

3 4月10日

　（公財）日本ソフトボール協会理事会・常務理事会

（出席者：宇津木理事長（（公財）日本ソフトボール協会副会長として））

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

東京都品川区

4 4月13日

「日米対抗ソフトボール２０１６記者発表・記者会見」への協力

（出席者：宇津木理事長（（公財）日本ソフトボール協会副会長として））

＊ソフトボール普及活動

東京都渋谷区

（１００名）

5 4月17日

第４９回日本女子ソフトボールリーグ１部開幕戦（ＴＶ放映）

＊ビックカメラ高崎ＶＳホンダ（会場：ＺＯＺＯマリンスタジアム）

（視察・解説：宇津木理事長）

千葉県千葉市

6 4月21日

　（公財）日本体育協会理事会

（出席者：宇津木理事長（（公財）日本体育協会理事として））

＊日本国内のスポーツ振興活動

東京都渋谷区

7 4月22日

「株式会社アクセンチュア主催講演会」への協力

（講師：宇津木理事長）

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

東京都千代田区

（２００名）

8 4月24日
宇津木杯ソフトボール大会への協賛・協力（カップ・記念品等寄贈）

（講師：乾絵美さん（オリンピアン）派遣）

滋賀県甲賀市

（１００名）

9 4月25日

熊本地震被災地（4/14・16発生）へ支援物資の協力

＊弊法人オリジナルＴシャツ（50枚）及び、ビックカメラ女子ソフトボール高崎

から、ジャージ・靴・タオル等80組を寄贈

熊本県

（２００名）

10 4月29日

【被災地復興支援・地域活性化活動】

「第５回宇津木妙子杯中学生交流ソフトボール大会の共催

(宇津木理事長、蓑宮副理事長、小林理事、髙山理事、千葉美葉さん（オリ

ンピアン）、伏見理事参加）

＊当日は、ソフトボール教室・ラーメン炊き出し

宮城県気仙沼市

（２００名）

11 4月30日

【五輪復活支援活動】

野球・ソフトボール・オリンピック招致委員会三役会議

（出席者：宇津木理事長（（公財）日本ソフトボール協会副会長として））

東京都千代田区

12 5月1日

実業団・大学合同ソフトボール大会視察

（視察者：宇津木理事長）

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

群馬県高崎市

（７０名）

別紙１



13
5月2日

～5日

関東女子ソフトボール春季リーグ視察

（視察者：宇津木理事長）

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

埼玉県毛呂山

（３００名）

14
5月7日

～8日

第４９回日本女子ソフトボール１部リーグ第１節視察・ＴＶ放映への協力

（視察・解説者：宇津木理事長）

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

東京都大田区

（１，０００名）

15 5月11日

「株式会社河合塾マナビス主催講演会」への協力

（講師：宇津木理事長）

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

東京都千代田区

（２００名）

16 5月13日

「株式会社住商アグロインターナショナル主催講演会」への協力

（講師：宇津木理事長）

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

静岡県伊東市

（３００名）

17
5月14日

～15日

第４９回日本女子ソフトボール１部リーグ第２節視察

（視察者：宇津木理事長）

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

兵庫県尼崎市

（１，０００名）

18 5月17日

「ＶＩＣＴＯＲＹスポーツ教室・講演会」への協力

（講師：宇津木理事長）

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

愛媛県松山市

（１５０名）

19 5月18日

　（公財）日本ソフトボール協会理事会・常務理事会

（出席者：宇津木理事長（（公財）日本ソフトボール協会副会長として））

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

東京都品川区

20
5月21日

～22日

「第１４回宇津木妙子カップin唐津」を協賛

＊優勝・準優勝カップ寄贈

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

佐賀県唐津市

（２００名）

21 5月21日

嵐山町主催「らんざんボランティアフェスタ講演会」への協力

（講師：宇津木理事長）

＊ソフトボール普及活動の一環としての事業

埼玉県嵐山町

（１５０名）

22 5月22日

第４９回日本女子ソフトボール１部リーグ第３節視察

（視察者：宇津木理事長）

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

群馬県前橋市

（２，０００名）

23 5月25日

　群馬県スポーツ協会理事会

（出席者：宇津木理事長（群馬県スポーツ協会理事として））

＊地域の活性化とスポーツ普及活動

群馬県前橋市

24 5月26日

白鳳大学足利高校創立１００周年記念講演会への協力

（講師：宇津木理事長）

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

栃木県足利市

（５００名）

25 5月27日
企業主催講演会への協力（講師：宇津木理事長）

＊ソフトボール普及活動の一環としての事業

岐阜県大垣市

（３００名）

26
5月28日

～29日

第４９回日本女子ソフトボール１部リーグ第４節視察

（視察者：宇津木理事長）

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

愛知県刈谷市

（１，０００名）

27 5月30日 ＮＰＯ法人ソフトボール・ドリーム第五回総会・講演会・交流会
東京都千代田区

（１５０名）



28 6月3日

「中畑清熱血！スポーツ応援団」への協力

＊宇津木理事長がＴＶ出演（収録）

＊ソフトボール普及活動の一環としての事業

東京都港区

29 6月3日

「花王株式会社主催講演会」への協力

（講師：宇津木理事長）

＊ソフトボール普及活動の一環としての事業

神奈川県海老名市

（２００名）

30 6月4日

株式会社パロマ主催運動会への協力（ソフトボールデモンストレーション）

（講師：髙山理事、三科真澄さん（オリンピアン））

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

愛知県名古屋市

（８００名）

31
6月4日

～5日

第４９回日本女子ソフトボール１部リーグ第５節視察

（視察者：宇津木理事長）

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

埼玉県戸田市

（５００名）

32 6月7日

　（公財）ミズノスポーツ財団評議員会

（出席者：宇津木理事長（（公財）ミズノスポーツ財団評議員として））

＊日本国内のスポーツ振興活動

東京都品川区

33 6月7日

「日本生命株式会社主催講演会」への協力

（講師：宇津木理事長）

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

千葉県浦安市

（１５０名）

34 6月12日

　（公財）日本ソフトボール協会理事会

（出席者：宇津木理事長（（公財）日本ソフトボール協会副会長として））

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

東京都品川区

35 6月13日
企業主催講演会への協力（講師：宇津木理事長）

＊ソフトボール普及活動の一環としての事業

東京都千代田区

（２００名）

36 6月17日
交詢社主催講演会への協力（講師：宇津木理事長）

＊ソフトボール普及活動の一環としての事業

東京都中央区

（２００名）

37 6月19日

「ソフトボール教室」への協力

（講師：宇津木理事長、ビックカメラ女子ソフトボール高崎部員）

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

山形県長井市

（７０名）

38 6月20日
松本大学講演会への協力（講師：宇津木理事長）

＊ソフトボール普及活動の一環としての事業

長野県松本市

（３００名）

39 6月22日
アジアソフトボール連盟会議への協力

（出席者：宇津木理事長（上記連盟副会長として））
東京都文京区

40
6月23日

～25日

【海外支援・普及活動】

「日米対抗ソフトボール２０１６」への協力

（ＴＶ解説・試合視察：宇津木理事長）

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

東京都文京区・

宮城県仙台市

（３万名）

41 6月26日

日本マスターズ「ソフトボール教室」への協力

（講師：宇津木理事長）

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

秋田県由利本荘市

（１５０名）

42 6月29日

毎日新聞主催選考委員会への協力

（出席者：宇津木理事長（上記主催の選考委員として））

＊地域の活性化などへの功績が顕著な社会人野球チーム

東京都千代田区



43 6月30日

【他競技とのコラボレーション】

浦和レッズ主催「ビジネスミーティング・基調講演会」への協力

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

埼玉県さいたま市

（１５０名）

44 7月1日

「２０１６　ＪＡＰＡＮ　ＣＵＰ国際女子ソフトボール大会in高崎」記者会見

（出席者：宇津木理事長、高崎市長他）

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

東京都渋谷区

45
7月1日

～3日

「第４回全日本車椅子ソフトボール選手権大会」を協賛

＊ソフトボール普及活動

北海道千歳市

（１２０名）

46 7月2日
日本代表女子ソフトボールチーム世界選手権壮行会への協力

（出席者：宇津木理事長）
東京都品川区

47 7月9日

【他競技とのコラボレーション活動】

埼玉県オリンピック強化指定選手交付式での講話への協力

（講師：宇津木理事長）

埼玉県さいたま市

（１００名）

48 7月10日

　（公財）日本ソフトボール協会理事会

（出席者：宇津木理事長（（公財）日本ソフトボール協会副会長として））

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

東京都品川区

49 7月16日

知的障がい者ソフトボールチーム選手との交流

＊実業団オープン戦に選手を招待、宇津木理事長他、ビックカメラ女子ソフ

トボール高崎選手と交流

群馬県上野村

（５０名）

50
7月21日

～25日

【海外支援・普及活動】

「世界選手権２０１６女子ソフトボール大会」への協力

（試合視察：宇津木理事長）

＊ソフトボール普及活動

カナダ・サレー

（５００名）

51 7月26日

「東京日野自動車株式会社主催講演会」への協力

（講師：宇津木理事長）

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

埼玉県大宮市

（２００名）

52 7月31日
ミズノビクトリークリニック「スポーツ教室」を共催・協力

（講師：宇津木理事長）

東京都お茶の水

（１５０名）

53 8月1日

（株）ＲＩＧＨＴＳ．主催夏休みキッズキャンプ「ソフトボール教室」への協力

（講師：宇津木理事長）

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

滋賀県

（５０名）

54 8月4日

ＩＯＣ（国際オリンピック委員会）総会

＊２０２０年東京オリンピックでの新種目・復活協議について審議した結果、

野球・ソフトボール競技が復活決定

ブラジル・

リオデジャネイロ

55 8月6日

「第１回宇津木妙子杯ソフトボール交流大会」を協賛

＊中学・高校・実業団及び、知的障がい者チームで試合

（視察者：宇津木理事長）

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

埼玉県東松山市

56
8月7日

～8日

東日本大学ソフトボール選手権視察

（視察者：宇津木理事長）
埼玉県毛呂山

57 8月15日
第２回宇津木妙子杯ソフトボール大会を協賛

＊優勝・準優勝カップ寄贈
福島県福島市



58
8月17日

～19日

「第８回白馬カップ大学生ソフトボール大会２０１６」の共催・協力

＊日本のオリンピック（開催地）として、当初は、宇津木カップとしてｽﾀｰﾄ

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

長野県白馬村

（３００名）

59 8月18日
企業主催講演会への協力（講師：宇津木理事長）

＊ソフトボール普及活動の一環としての事業

埼玉県久喜市

（１５０名）

60 8月20日

「第５回宇津木妙子カップ小学生ソフトボール大会in姫路」への協力

＊講師：宇津木理事長、馬渕智子さん（オリンピアン）　＊末井理事参加

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

兵庫県姫路市

（１５０名）

61 8月21日

「第５回宇津木妙子杯６時間マラソンソフトボール大会」を協賛・協力

＊宇津木理事長視察・指導

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

岐阜県飛騨市

（２００名）

62 8月24日

　（公財）日本ソフトボール協会常務理事会

（出席者：宇津木理事長（（公財）日本ソフトボール協会副会長として））

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

東京都品川区

63 8月26日

【海外普及・支援活動】

弊法人会員を現地に派遣し、日本ソフトボール協会からのバット・グローブ

及び、弊ＮＰＯ法人ソフトボール・ドリームのオリジナルＴシャツ等を寄贈

＊世界でのソフトボール普及活動

タイ王国

（１００名）

64
8月26日

～28日

「文部科学大臣杯第５１回全日本大学ソフトボール選手権」への協力

（視察者：宇津木理事長）

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

鹿児島県南九州市

（１，０００名）

65
9月2日

～4日

「２０１６　ＪＡＰＡＮ　ＣＵＰ国際女子ソフトボール大会in高崎」への協力

＊日本・アメリカ・オーストラリア・台湾が出場

＊（視察・ＴＶ解説：宇津木理事長）

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

群馬県高崎市

（３，０００名）

66 9月6日

【他競技とのコラボレーション】

「一般社団法人日本トップリーグ連携機構」理事会

（出席者：宇津木理事長（上記団体理事として）

＊日本国内のスポーツ振興活動（受講者：バスケット日本代表選手他）

東京都渋谷区

67 9月7日

「株式会社阿波銀行主催講演会」への協力

（講師：宇津木理事長）

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

徳島県徳島市

（２００名）

68
9月10日

～11日

第４９回日本女子ソフトボール１部リーグ第６節視察

（視察者：宇津木理事長）

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

兵庫県尼崎市

（１，５００名）

69
9月15日

～19日

世界野球・ソフトボール連盟理事会への協力

（出席者：宇津木理事長（上記連盟理事として））
メキシコ・モンテレ

70 9月17日
第２回宇津木妙子杯ソフトボール大会を協賛

＊優勝・準優勝カップ寄贈

新潟県燕市

（１００名）

71 9月19日

宇津木争奪第８回曽於市ソフトボール大会への協賛・協力

＊鹿児島県の過疎地（全校生徒数十名）を宇津木理事長が訪問して以降、

過疎の小学校が参加しての大会に発展・地域の活性化をサポート

鹿児島県曽於市

（１５０名）



72
9月21日

～22日

ミズノビクトリークリニック「スポーツ教室＆講演」を共催・協力

（講師：宇津木理事長、乾絵美さん（オリンピアン））

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

香川県香川市

（２００名）

73 9月23日

日本スポーツマスターズ前夜祭（アスリートコミュニケーション）

（宇津木理事長参加）

＊他競技選手とのコミュニケーション強化

秋田県秋田市

（８００名）

74 9月24日
第１１回宇津木妙子杯児童ソフトボール大会協賛・協力（カップ等寄贈）

＊宇津木理事長大会視察

福島県喜多方市

（２００名）

75
9月24日

～25日

第４９回日本女子ソフトボール１部リーグ第７節視察

（視察者：宇津木理事長）

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

群馬県高崎市

（２，０００名）

76 10月1日

地域スポーツ少年団主催の「ソフトボール教室」への協力

（講師：宇津木理事長）

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

東京都江東区

（１５０名）

77 10月2日

国民体育大会視察及び、「ソフトボール教室」への協力

（視察・講師：宇津木理事長、伊藤幸子さん（オリンピアン））

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

岩手県花巻市

（１５０名）

78 10月3日

品川区主催の「女性の活躍推進講演会」への協力

（講師：宇津木理事長）

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

東京都品川区

（２００名）

79 10月8日

関東大学女子ソフトボール秋季リーグ視察

（視察者：宇津木理事長）

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

埼玉県毛呂山

（１５０名）

80 10月9日

「２０１６みたかスポーツフェスタ（対談）」への協力

（出席者：宇津木理事長）

＊地域の活性化とスポーツの普及事業

東京都三鷹市

（３００名）

81 10月10日

関東大学女子ソフトボール秋季リーグ視察

（視察者：宇津木理事長）

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

埼玉県毛呂山

（１５０名）

82 10月11日
埼玉市民大学講演会への協力（講師：宇津木理事長）

＊ソフトボール普及活動の一環としての事業

埼玉県東松山市

（２００名）

83 10月13日
企業主催講演会への協力（講師：宇津木理事長）

＊ソフトボール普及活動の一環としての事業

埼玉県越谷市

（１２０名）

84 10月15日

「第２回宇津木妙子カップ　福達南大会」への協賛

＊優勝・準優勝カップ寄贈

＊宇津木理事長大会視察

福島県福島市

（２５０名）

85 10月17日
企業講演会への協力（講師：宇津木理事長）

＊ソフトボール普及活動の一環としての事業

埼玉県深谷市

（１５０名）

86 10月18日

　（公財）日本ソフトボール協会常務理事会

（出席者：宇津木理事長（（公財）日本ソフトボール協会副会長として））

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

東京都品川区



87 10月21日

【他競技とのコラボレーション】

「第６９回新聞週間の集い（パネルディスカッション）」への協力

＊各競技オリンピックメダリストとの共演

＊出席者：宇津木理事長、野村忠宏（柔道）、松田丈志（水泳）、登坂絵莉

（レスリング）、伊藤美誠（卓球）他

東京都千代田区

（３００名）

88
10月22日

～23日

第４９回日本女子ソフトボール１部リーグ第９節視察及び、チビッ子ソフト

ボール教室への協力

（視察者：講師：宇津木理事長）

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

山梨県甲府市

（１，５００名）

89 10月29日
新潟市民大学主催講演会への協力（講師：宇津木理事長）

＊ソフトボール普及活動の一環としての事業

新潟県新潟市

（３００名）

90 10月29日

ライオンのグータッチ（フジテレビ）「ソフトボール指導」への協力

（指導者：宇津木理事長　8/14・8/30・9/3指導、ＯＡ：10/29）

＊新潟県大会未勝利の小学生チームを宇津木理事長が指導を行い、地区

大会で勝利できるかのドキュメンタリー番組

91
10月30日

～31日

関東大学女子ソフトボール選手権への協力

（視察者：宇津木理事長）

神奈川県

（３００名）

92 11月4日
企業主催講演会への協力（講師：宇津木理事長）

＊ソフトボール普及活動の一環としての事業

長野県長野市

（２００名）

93 11月6日

小野町・小野町教育委員会主催「ソフトボール教室・講演会」への協力

（講師：宇津木理事長）

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

福島県小野町

（２００名）

94 11月9日

　（公財）日本体育協会理事会

（出席者：宇津木理事長（（公財）日本体育協会理事として））

＊日本国内のスポーツ振興活動

東京都品川区

95 11月13日

羽鳥市トップアスリート事業（親子と先生のためのキャッチボール教室）

への協力

（講師：宇津木理事長）

＊ソフトボール普及活動の一環としての事業

岐阜県羽鳥市

（２００名）

96 11月15日
北越銀行主催の講演会への協力（講師：宇津木理事長）

＊ソフトボール普及活動の一環としての事業

新潟県柏崎市

（３００名）

97 11月16日
入善中学校主催講演会への協力（講師：宇津木理事長）

＊ソフトボール普及活動の一環としての事業

富山県入善町

（３００名）

98 11月17日

損害保険ジャパン日本興亜（株）主催講演会への協力

（講師：宇津木理事長）

＊ソフトボール普及活動の一環としての事業

愛知県名古屋市

（２００名）

99 11月18日
高南中学校主催講演会への協力（講師：宇津木理事長）

＊ソフトボール普及活動の一環としての事業

群馬県高崎市

（３５０名）

100 11月20日

　（公財）日本ソフトボール協会理事会・常務理事会

（出席者：宇津木理事長（（公財）日本ソフトボール協会副会長として））

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

東京都品川区



101 11月21日

東京エレクトロン株式会社主催の｢Visionary Talk 2016(講演会)｣への協力

（講師：宇津木理事長）

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

東京都港区

（３００名）

102
11月26日

～27日

第４９回日本女子ソフトボールリーグ１部決勝トーナメント（ＴＶ放映）への

協力

＊視察・解説者：宇津木理事長

東京都（神宮球場）

103 12月3日

入間市主催市制施行５０周年記念「ソフトボール教室ＩＮいるま」への協力

（講師：宇津木理事長、ビックカメラ女子ソフトボール高崎・戸田中央病ソフト

ボール部員）

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

埼玉県入間市

（３００名）

104 12月4日

　ＲＩＦＵ　ＷＩＮＴＥＲ　ＳＯＦＴＢＡＬＬ　ＧＡＭＥＳ　２０１６大会への協力

（視察者：宇津木理事長）

＊東北４県（岩手・福島・山形・宮城）の高校生大会

宮城県利府町

（１５０名）

105 12月11日

　（公財）日本ソフトボール協会常務理事会

（出席者：宇津木理事長（（公財）日本ソフトボール協会副会長として））

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

東京都品川区

106
12月13日

～15日

アジアソフトボール連盟総会への協力

（出席者：宇津木理事長（上記連盟副会長として））

マレーシア・クアラルン

プール

107
12月13日

～16日

【海外支援・普及活動】

アジアソフトボール連盟・日本ソフトボール協会・マレーシアソフトボール協

会主催「アジアソフトボールクリニック」への協力

（講師：宇津木理事長、増淵まり子さん・三科真澄さん（オリンピアン））

＊アジア地区でのソフトボール普及活動

マレーシア・クアラルン

プール

（１００名）

108 12月17日

「第２回宇津木妙子杯ソフトボール交流大会」を協賛

（視察者：三科真澄さん（オリンピアン））

＊中学・高校・実業団及び、知的障がい者チームで試合

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

埼玉県ふじみ野市

（１２０名）

109 12月18日

富山市民大学主催の講演会への協力

（講師：宇津木理事長）

＊ソフトボール普及活動の一環としての事業

富山県富山市

（２００名）

110 12月22日

「第１６回世界ソフトボール選手権大会」組織委員会設立総会

（出席者：宇津木理事長、森田健作千葉県知事他）

＊２０１８年８月２日～８月１２日、世界１６カ国の代表チームが参加し、ＺＯ

ＺＯマリンスタジアム他で試合が行われる。

千葉県千葉市

111 1月7日

【他競技とのコラボレーション】

「魅力発見！ご当地マラソン２０１７パネルディスカッション」への協力

（パネリスト：宇津木理事長、谷川真理さん（マラソンランナー））

＊日本国内のスポーツ振興活動

東京都文京区

（１００名）

112 1月11日

　（公財）日本体育協会理事会

（出席者：宇津木理事長（（公財）日本体育協会理事として））

＊日本国内のスポーツ振興活動

東京都品川区



113 1月13日

　（公財）特別区協議会主催「講演会」への協力

（講師：宇津木理事長）

＊地域の活性化及び、ソフトボール普及活動事業

東京都千代田区

（１００名）

114 1月15日

　（公財）日本ソフトボール協会常務理事会

（出席者：宇津木理事長（（公財）日本ソフトボール協会副会長として））

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

東京都品川区

115 1月19日

一般社団法人日本トップリーグ連携機構理事会

（出席者：宇津木理事長（上記団体常務理事として））

＊日本国内のスポーツ振興活動

東京都北区

116 1月22日

愛知県教育組合主催「講演会」への協力

（講師：宇津木理事長）

＊地域の活性化及び、ソフトボール普及活動事業

愛知県名古屋市

117 1月27日
群馬県ＮＰＯ法人窓口の現地監査の受査

＊認定ＮＰＯ法人取得に向けて事務局対応
群馬県高崎市

118 1月29日

　（公財）日本ソフトボール協会理事会

（出席者：宇津木理事長（（公財）日本ソフトボール協会副会長として））

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

東京都品川区

119 1月30日

文部科学省スポーツ庁主催の「スポーツ会議」への協力

（出席者：宇津木理事長）

＊日本国内のスポーツ振興活動

東京都千代田区

120 2月2日

　（公財）日本体育協会栄典会議

（出席者：宇津木理事長（（公財）日本体育協会理事として））

＊日本国内のスポーツ振興活動

東京都渋谷区

121 2月4日

ビックカメラ主催「ソフトボール教室」への協力

（講師：宇津木理事長、ビックカメラ女子ソフトボール高崎部員）

＊地域の活性化及び、ソフトボール普及活動事業

東京都練馬区

（２００名）

122 2月6日

【他競技とのコラボレーション】

三宅義信氏（レスリングオリンピック金メダリスト）の東京都名誉都民賞を祝

う会への協力

（出席者：宇津木理事長）

東京都港区

123 2月8日

広島市立井口中学校修学旅行研修（講演会）への協力

（講師：宇津木理事長）

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

千葉県浦安市

（１００名）

124 2月11日

「富士電線工業株式会社主催講演会」への協力

（講師：宇津木理事長）

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

大阪府大阪市

（２００名）

125 2月12日

２０１６年度垂井町体育協会主催「６０周年記念事業」講演会への協力

（講師：宇津木理事長）

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

岐阜県垂井町

（５００名）

126 2月13日
広島県立三原特別支援学校との交流

＊弊社オリジナルストラップを卒業生に寄贈

広島県三原市

（５０名）

127 2月16日
「群馬県認定ＮＰＯ法人」の認定取得を受理

（認定期間：２０１７年２月１６日～２０２２年２月１５日）



128 2月18日

株式会社東北銀行主催の「５０周年記念講演会」への協力

（講師：宇津木理事長）

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

岩手県盛岡市

（８００名）

129 2月22日

【他競技とのコラボレーション】

「日本女子テニス連盟５０周年記念講演会」への協力

（講師：宇津木理事長）

東京都渋谷区

（２００名）

130
2月24日

～27日

　世界野球・ソフトボール連盟理事会

（出席者：宇津木理事長（上記連盟の理事として））

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

イタリア・ローマ

131 2月27日

「株式会社クリーニングホシノ主催講演会」への協力

（講師：宇津木理事長）

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

群馬県前橋市

（１５０名）

132
3月1日

～5日

実業団ソフトボール部合宿視察及び、ソフトボール指導（中学生）

（視察者・講師：宇津木理事長、ビックカメラ女子ソフトボール高崎）

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

沖縄県

（５０名）

133 3月10日

一般社団法人日本トップリーグ連携機構常務理事会

（出席者：宇津木理事長（上記団体常務理事として））

＊日本国内のスポーツ振興活動

東京都北区

134
3月10日

～11日

宮崎テレビ主催「第２２回宮崎スポーツフェスタソフトボール教室」へ協力

（講師：宇津木理事長）

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

宮崎県宮崎市

（２００名）

135 3月12日

「蕨市体育協会主催講演会」への協力

（講師：宇津木理事長）

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

埼玉県蕨市

（３００名）

136 3月12日

「鶴ヶ島ロータリークラブ主催講演会」への協力

（講師：宇津木理事長）

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

埼玉県鶴ヶ島市

（２５０名）

137 3月13日

　（公財）ミズノスポーツ財団評議員会

（出席者：宇津木理事長（上記団体評議員として））

＊日本国内のスポーツ振興活動

東京都品川区

138 3月14日

ＮＨＫラジオ「ラジオ深夜便」収録・協力

（出席者：宇津木理事長（（公財）ミズノとして））

＊日本国内のスポーツ振興活動

東京都渋谷区

139 3月14日

【他競技とのコラボレーション】

２０１７ＷＢＣ（ﾜｰﾙﾄﾞ　ﾍﾞｰｽﾎﾞｰﾙ　ｸﾗｼｯｸ）「日本代表ＶＳキューバ戦」への

協力

（スポーツニッポン誌で試合の様子を評論）

＊試合評論：宇津木理事長

140 3月15日

　群馬県スポーツ協会理事会

（出席者：宇津木理事長（群馬県スポーツ協会理事として））

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

群馬県前橋市



141 3月18日

東海クリニック（ソフトボール教室）への協力

（講師：宇津木理事長、藤井由宮子（オリンピアン）他）

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

岐阜県岐阜市

（１５０名）

142 3月22日

　（公財）日本体育協会評議員会

（出席者：宇津木理事長（（公財）日本体育協会理事として））

＊日本国内のスポーツ振興活動

東京都渋谷区

143 3月23日

読売新聞主催「読売ビジネスフォーラム２０１７講演会」への協力

（講師：宇津木理事長）

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

北海道札幌市

（５００名）

144
3月24日

～27日

群馬オープン（実業団ソフトボールオープン戦）への協力

（視察者：宇津木理事長）

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

群馬県玉村町

145 3月25日

新体育館「高崎アリーナ完成記念式典」への協力

（出席者：宇津木理事長（高崎文化・スポーツアドバイザーとして））

＊高崎市内のスポーツ振興活動

群馬県高崎市

146 3月25日

【被災地復興支援・地域活性化活動】

第４回宇津木妙子優勝旗争奪楽天イーグルスカップを共催

＊優勝旗寄贈、オリンピアン（馬渕智子さん派遣）

＊大会前に馬渕さん他元日本代表選手が講師となり、ソフトボール

教室開催

宮城県多賀城市

（３００名）

147 3月26日

「第３１回高崎映画祭授賞式」への協力

（プレゼンター：宇津木理事長（高崎文化・スポーツアドバイザーとして））

＊地域スポーツ＆芸術の発展への寄与

群馬県高崎市

148 3月29日

三重県スポーツ審議会への協力

（出席者：宇津木理事長（上記団体委員として））

＊日本国内のスポーツ振興活動

三重県鈴鹿市

149 3月31日

【他競技とのコラボレーション】

2017プロ野球開幕戦「巨人ＶＳ中日」への協力

（視察：宇津木理事長）

東京都文京区

（東京ドーム）



（単位：円）

科　　　　　　　　目 備考

 Ⅰ 経常収益

      １ 受取会費

            正会員受取会費 8,180,000

            賛助会員受取会費 1,049,000 9,229,000

      ２ 受取寄付金

            受　取　寄付金 4,821,000

      ３ 受取助成金

            助　　成　　金 500,000

      ４ 事　業　収　益

            講演会･ｽﾎﾟ-ﾂ教室料収入 2,141,832

            物品販売収入 761,800 2,903,632

      ５ その他収益

            受　取　利　息 52

　　　　　　雑　　収　　入 573,000 573,052

 経常収益 計 18,026,684

 Ⅱ 経常費用

      １ 事業費

       (1)人件費

            役員報酬 2,900,000

            法定福利費 443,309 3,343,309

       (2)その他経費

            事業支出 1,063,969

            業務委託費 515,804

            諸謝金 2,136,692

            旅費交通費 2,287,340

            通信運搬費 585,170

            会議費 270,227

            消耗品費 8,706

            印刷製本費 318,945

            車両費 118,995

            雑費 96,317

            諸会費 3,000 7,405,165

　　　事　業　費　計 10,748,474

      2 管理費

       (1)人件費

            役員報酬 2,900,000

            法定福利費 443,309 3,343,309

       (2)その他経費

            総会費 1,308,810

            減価償却費 161,600

            慶弔費 0

            事務用消耗品費 12,649

            印刷経費 23,685

            支払手数料 489,655 1,996,399

　　　管　理　費　計 5,339,708

 経常費用　計 16,088,182

           当期経常増減額 1,938,502

 Ⅲ経常外収益

         経常外収益計 0

 Ⅳ経常外費用

         経常外費用計 0

           税引前当期正味財産増減額 1,938,502

           法人税、住民税及び事業税 81,400

           当期正味財産増減額 1,857,102

           前期繰越正味財産額 4,782,960

           次期繰越正味財産額 6,640,062

２０１６年度　活動計算書
2016年 4月 1日から2017年　3月 31日まで

金　　　　　　　　額

特定非営利活動法人ソフトボール・ドリーム



１. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

（2）消費税等の会計処理

　 消費税の会計処理は、税込方式により処理しております。

2. 事業費の内訳

（単位：円）

科　目 講演･ｽﾎﾟｰﾂ教室

普及・振興･青少

年　育成・地域活

性化

物品販売事業
支援学校等

訪問事業

海外普及・支援活

動事業
合計

　（1）人件費

　　　役員報酬 290,000 2,030,000 87,000 203,000 290,000 2,900,000

　　　法定福利費 44,331 310,316 13,299 31,032 44,331 443,309

　　人 件 費 計 334,331 2,340,316 100,299 234,032 334,331 3,343,309

　（2）その他経費

　　　事業支出 77,764 617,077 206,929 84,435 77,764 1,063,969

　　　業務委託費 46,580 376,063 13,974 32,607 46,580 515,804

　　　諸謝金 1,953,318 160,402 3,446 8,040 11,486 2,136,692

　　　旅費交通費 35,111 2,055,733 10,533 24,578 161,385 2,287,340

　　　通信運搬費 57,938 411,355 17,382 40,557 57,938 585,170

　　　会議費 2,696 245,283 809 18,743 2,696 270,227

　　　消耗品費 871 6,094 261 609 871 8,706

　　　印刷製本費 31,739 223,729 9,521 22,217 31,739 318,945

　　　車両費 8,796 92,606 2,639 6,158 8,796 118,995

　　　雑費 2,439 88,761 970 1,708 2,439 96,317

　　　諸会費 0 3,000 0 0 0 3,000

　　その他経費計 2,217,252 4,280,103 266,464 239,652 401,694 7,405,165

　　　　　合計 2,551,583 6,620,419 366,763 473,684 736,025 10,748,474

3． 使途が制約された寄付金等の内訳

（単位：円）

期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高

ミズノ財団助成金 0 500,000 500,000 0

0 500,000 500,000 0

4． 固定資産の増減内訳

（単位：円）

科　目 期首取得価額 当期取得 当期減少 期末取得価額 減価償却累計額 期末帳簿価額

建物附属設備 1,616,000 0 0 1,616,000 △ 758,630 857,370

合　計 1,616,000 0 0 1,616,000 △ 758,630 857,370

   計算書類の作成は、ＮＰＯ法人会計基準 （2010年7月20日　2011年11月20日一部改正　ＮＰＯ法人会計基準協議

会）　　　　　 によっています。

　普及・振興・青少年育成・

地域活性化事業

　使途が制約された寄付金等の内訳は以下の通りです。

です

財務諸表の注記

　 有形固定資産：法人税法の規定に基づく償却方法にて処理しております。

備　　考内容

助成金の総額は500,000

合　計



5． 借入金の増減内訳

（単位：円）

科　目 期首残高 当期借入 当期返済 期末取得価額

短期借入金 300,000 3,500,000 3,600,000 200,000

長期借入金 0 0 0 0

合　計 300,000 3,500,000 3,600,000 200,000

6． 役員及びその近親者との取引内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

科　目

（活動計算書）

受取寄付金

活動計算書計

(貸借対照表)

短期借入金 200,000 伏見事務局長

貸借対照表計 200,000

4,821,000 500,000

200,000

4,821,000

備　考財務諸表上の計上された金額 内役員及び近親者との取引

500,000

200,000



（単位：円）

科　　　　　　　　目

Ⅰ 資産の部

  １  流　動　資　産

            現　金 18,428

            預　金 6,969,572

            未　収　金 30,000

            商　品 270,000

          　 流動資産　計 7,288,000

        流  動  資  産  合  計 7,288,000

  ２  固　定　資　産

　　　(有形固定資産)

　　　建物附属設備 857,370

          有形固定資産計 857,370

       固  定  資  産  合  計 857,370

  資　 産　 の 　部　 合　 計 8,145,370

Ⅱ 負債の部

  １  流　動　負　債

            未　払　金 724,371

            未払法人税等 81,400

            前　受　金 320,000

            預　り　金 118,648

            社 保 預 り 金 60,889

            短 期 借 入 金 200,000

          　 流動負債　計 1,505,308

        流  動  負  債  合  計 1,505,308

  負　 債　 の 　部　 合　 計 1,505,308

Ⅲ 正味財産の部

  １  正　味　財　産

   前期繰越正味財産額 4,782,960

   当期正味財産増減額 1,857,102

          　 正味財産　計 6,640,062

        正　味　財　産  合  計 6,640,062

   負債の部及び正味財産の部合計 8,145,370

２０１６年度　会計貸借対照表

201７ 年　 3 月　31 日 現在

特定非営利活動法人ソフトボール・ドリーム

金　　　　　　　　額



（単位：円）

科　　　　　　　　目

Ⅰ 資産の部

  １  流　動　資　産

             現　金・預　金

　　　　　　　　現　　　金 18,428

　　　　　　　　普通預金 みずほ銀行高崎支店 3,731,249

　　　　　　　　普通預金 群馬銀行高崎栄町支店 1,463,497

　　　　　　　　ゆうちょ銀行 1,774,826

             現　金・預　金　計 6,988,000

             未　収　金

　　　　　　　　源泉所得税過誤納付分 30,000

             未　収　金　計 30,000

　　　　　　 商　　　品

　　　　　　　　ｵﾘｼﾞﾅﾙ物入(500個) 270,000

             商　　品　　計 270,000

       流  動  資  産  合  計 7,288,000

  ２  固　定　資　産

　　　　　　(有形固定資産)

             建物附属設備 857,370

　　　　　　　　　　有形固定資産　計 857,370

       固  定  資  産  合  計 857,370

    資　 産　 の 　部　 合　 計 8,145,370

Ⅱ 負債の部

  １  流　動　負　債

　　　　　　 未　払　金

　　　　　　 　 講師料諸謝金 724,371

　　　　　　 未　払　金　計 724,371

             未払法人税等

　　　　　　 　 法人県民税均等割り 21,400

　　　　　　 　 法人市民税均等割り 60,000

             未払法人税等　計 81,400

             前　受　金

             　 平成29年度会費 320,000

             前　受　金　計 320,000

             預　り　金

             　 源泉所得税 118,648

                社保預り金 60,889

             預　り　金　計 179,537

　　　　　　 短期借入金

　　　　　　 　 伏見理事より 200,000

　　　　　　 短期借入金　計 200,000

       流  動  負  債  合  計 1,505,308

    負　 債　 の 　部　 合　 計 1,505,308

　正　　味　　財　　産 6,640,062

２０１６年度　会計財産目録

201７ 年　 3 月　31 日 現在

特定非営利活動法人ソフトボール・ドリーム

金　　　　　　　　額


