
 

２０１８年度事業報告書 
 2018年4月1日 から 2019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 

   2018年度は､多くの支援者等のお力添えを頂きながら、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
けた岩手県・宮城県・福島県での教室・講演会等を合計6回行い、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、地域・住民の皆様を元気・活気づけることが出来ました。 
オリンピック競技の継続復活に向けては、海外普及活動として、西アフリカのガンビアに講師を派遣

し現地での技術指導及び、フランス代表チームを国内に招き、宇津木理事長自ら、直接の技術指導等を
展開しました。国内では、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、ソフトボール(競技)を浸透させる等のサポート活動を行いました。又、2020年東京五輪への礎を図
るべく、8月に千葉県で開催された女子ソフトボール世界選手権へも多くの観客を動員する等、大会を
盛り上げ、サポート活動にも取り組みました。 
加えて、障がい者ソフトボール大会の共催や、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ソフトボール教室・講演会等に派遣し、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･クリニック等の開催､
炊き出し） 
 
 

 
年6回 

 
宮城･岩手･ 
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61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9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） 

 
オリンピック継続・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5回 

 
東京・ｲﾝﾄﾞ
ﾈｼｱ・ｱﾒﾘｶ・
ｶﾞﾝﾋﾞｱ・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 

 
障がい者ソフトボールの普
及・サポートの拡充 

 
年2回 

 
埼玉･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 
会等支援・サポート 
 

 
年6回 

  
 日本・ 
ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ 

 
 各回1名 

 
約30名(各回) 

 

 
支援物資支給、技術指導･ 
教室開催 

  
年1回 

 
ガンビア 

 
 各回1～ 
3名 

 
50～100名 
(各回) 

 

 

 



Ｎｏ 実施日 内　　　　　　　　容 実施場所

1 4月1日

第８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

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

福島県石川町

（２５０名）

2 4月7日

「太田市運動公園野球場お披露目ゲーム」への協力

＊ビックカメラ高崎ＶＳ太陽誘電

（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

群馬県太田市

（１５００名）

3 4月11日

「株式会社プレピオ主催講演会」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

東京都品川区

（１５０名）

4 4月14日

「女性スポーツ勉強会(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）

5 4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

6 4月16日

ソフトボール日本代表ユニホームお披露目式への協力

（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））

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

東京都新宿区

（１５０名）

7 4月18日

「ミネラル結晶体研究センター（東京都市大学）キックオフシンポジュウム」

への協力

（パネリスト：宇津木理事長）

＊日本国内のスポーツ振興活動

東京都世田谷区

（２００名）

8 4月20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

9 4月21日

第７回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）

（視察者・講師：宇津木理事長）

＊大会前に宇津木理事長が講師となり、ソフトボール教室開催

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

滋賀県甲賀市

（１００名）

10 4月22日

全日本総合選手権埼玉予選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

埼玉県毛呂山

別紙１



11 4月24日

　（公財）ミズノスポーツ振興財団ミズノメントール表彰への協力

（出席者：宇津木理事長）

＊日本国内のスポーツ振興活動

東京都品川区

12 4月25日

【他競技とのコラボレーション】

2018プロ野球「巨人ＶＳ中日」への協力

（視察：宇津木理事長）

群馬県前橋市

13 4月26日

【他競技とのコラボレーション】

「平昌オリンピックメダリスト・入賞者等祝賀会」への協力

（出席者：宇津木理事長）

東京都港区

（３００名）

14
4月28日

～29日

第５１回日本女子ソフトボール１部リーグ第１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

沖縄県読谷村

（１，０００名）

15 5月1日

「福島県中所企業同友会会津地区主催講演会」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

福島県会津若松市

（２００名）

16 5月2日

ラジオ収録「ことばのチカラ～成功へのターニングポイント～」への協力

（出演者：宇津木理事長）

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

＊放送日：５月１４日・２１日

東京都有楽町

17
5月3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

18 5月4日

「関東ミニソフトボール大会」を協賛

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

＊ＮＰＯグッズ（キーホルダー、ＤＶＤ、サインボール・色紙等）を提供

神奈川県厚木市

19 5月7日

一般社団法人日本トップリーグ機構常務理事会

（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

東京都文京区

20 5月10日
「福島県中小企業家同友会会津地区」より、ソフトボール用具がＮＰＯへ

贈呈（贈呈品：バット９本、ボール１３０個）

21 5月12日

「福島市振興公社主催ソフトボール教室」への協力

（講師：宇津木理事長、髙山理事）

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

福島県福島市

（２５０名）

22
5月12日

～13日

第５１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

千葉県市原市

（１，５００名）

23
5月14日

～15日

「株式会社シャルレ主催講演会」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

兵庫県神戸市

（２００名）



24 5月15日

「みずほ関西トップセミナー主催講演会」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

（５００名）

25
5月19日

～20日

「第１６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）

26
5月19日

～20日

第５１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

群馬県高崎市

（２，０００名）

27 5月22日
ＮＰＯ法人ソフトボール・ドリーム第七回総会・講演会・交流会

＊会員相互の交流

東京都千代田区

（１５０名）

28
5月26日

～27日

第５１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

北海道旭川市

（１，５００名）

29 5月29日

一般社団法人日本トップリーグ機構理事会

（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

東京都文京区

30 5月30日

一般社団法人群馬県スポーツ協会理事会

（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

群馬県前橋市

31 5月31日

三重県スポーツ推進審議会への協力

（出席者：宇津木理事長（上記団体審議員として））

＊日本国内のスポーツ振興活動及び地域の活性化

三重県津市

32
6月2日

～3日

第５１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

北海道函館市

（２，０００名）

33 6月5日

「福島県レンタカー協会主催講演会」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

福島県郡山市

（３００名）

34 6月6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

35
6月8日

～9日

【被災地復興支援・地域活性化活動】

「第７回宇津木妙子杯中学生交流ソフトボール大会の共催

(参加者：宇津木理事長、小林理事、古川理事、髙山理事、伏見理事）

＊当日は、ラーメン炊き出し

宮城県気仙沼市

（２００名）

36 6月10日

　（公財）日本ソフトボール協会評議員会

（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



37 6月13日

【他競技とのコラボレーション】

「ソフトテニス・マガジン」取材への協力

（インタビュー：宇津木理事長）

群馬県高崎市

38 6月14日

　（公財）アマチュア野球協会評議員会

（出席者：宇津木理事長（上記団体評議員として））

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

東京都渋谷区

39 6月17日

「長井市ソフトボール協会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）

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

山形県長井市

（１００名）

40 6月18日

　（公財）高崎スポーツ財団評議員会

（出席者：宇津木理事長（（公財）高崎スポーツ財団評議員として））

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

群馬県高崎市

41 6月20日

【海外支援・普及活動】

「フランスナショナルチームクリニック」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

＊ソフトボール用具寄贈

東京都文京区

（東京ドーム）

42 6月20日

【海外支援・普及活動】

「日米対抗ソフトボール２０１８」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

（東京ドーム）

（１５，０００名）

43 6月21日

【海外支援・普及活動】

「日米対抗ソフトボール２０１８」への協力

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

宮城県仙台市

（１，０００名）

44 6月22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

45 6月23日

【海外支援・普及活動】

「日米対抗ソフトボール２０１８」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

福島県福島市

（２，０００名）

46 6月24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

47 6月25日

「第１６回世界女子ソフトボール選手権大会ＣＨＩＢＡ２０１８」大会啓蒙講演

会への協力（地元中学校２校で実施）Ｎｏ１

(講師：宇津木理事長）

＊上記大会のサポート・啓蒙支援

千葉県千葉市

（１００名）



48 6月28日

「ポカリエールキャラバン（講演会・部活動指導①）」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

山梨県甲府市

（９００名）

49 7月1日

「パネルディスカッション（出版本）」への協力

（パネリスト：宇津木理事長）

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

長野県長野市

（１００名）

50 7月3日

「ポカリエールキャラバン（講演会・部活動指導②）」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

兵庫県尼崎市

（５００名）

51 7月4日

「第１６回世界女子ソフトボール選手権大会ＣＨＩＢＡ２０１８大会」啓蒙講演

会への協力（地元中学校２校で実施）Ｎｏ２

(講師：宇津木理事長）

＊上記大会のサポート・啓蒙支援

千葉県千葉市

（１００名）

52 7月7日

「京セラ労働組合（北見支部）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

北海道北見市

（１５０名）

53
7月７日

～8日

「第６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

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

北海道千歳市

54 7月8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

55 7月10日

「株式会社アシストフォーラム２０１８（１）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

（３００名）

56 7月12日

「株式会社アシストフォーラム２０１８（２）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

愛知県名古屋市

（３００名）

57
7月13日

～15日

ソフトボール玉村オープン戦視察

（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

群馬県玉村町

（２００名）

58 7月16日

宇津木争奪第１０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）

59 7月18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

60 7月19日

「株式会社アシストフォーラム２０１８（３）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

福岡県福岡市

（３００名）



61 7月20日

「かんぽ生命主催講演会」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

東京都港区

（３５０名）

62 7月24日

【東京オリンピック・パラリンピック活動】

「東京五輪２年前イベントトークショー」への協力

（パネリスト：宇津木理事長他）

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

東京都墨田区

（３００名）

63 7月25日

「株式会社アシストフォーラム２０１８（４）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）

64 7月25日

テレビ東京「世界６０億人が仰天！」への協力（ＴＶ放映）

（出演者：宇津木理事長、古館伊知郎さん、中畑清さん他）

＊ソフトボール普及活動

東京都港区

65 7月28日

学校法人神戸山手学園主催のソフトボール教室への協力

（講師：宇津木理事長参加）

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

兵庫県神戸市

（２００名）

66 7月30日

「第１６回世界女子ソフトボール選手権大会ＣＨＩＢＡ２０１８」壮行会

への協力

＊出席者：宇津木理事長

千葉県千葉市

67
8月2日

～12日

「第１６回世界女子ソフトボール選手権大会ＣＨＩＢＡ２０１８」への協力

＊視察者：宇津木理事長

＊出場国：日本・アメリカ・オーストラリア他１６カ国

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

千葉県（千葉市・成田

市・習志野市・市原

市）

（３０，０００名）

68
8月3日

～4日

「第７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

＊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

（１５０名）

69 8月18日

「第６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

＊末井理事、髙山理事、廣瀬芽さん（オリンピアン）出席

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

兵庫県姫路市

（３００名）

70 8月18日

「学校体育講習会」への協力

＊宇津木理事長、佐野仁美さん（ＮＰＯ会員）出席

＊ソフトボール普及活動

埼玉県所沢市

71
8月21日

～23日

第１０回白馬カップ大学生ソフトボール大会２０１８への協力

＊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）

72
8月22日

～25日

「２０１８アジア競技大会（ソフトボール）」への協力

＊視察者：宇津木理事長視察

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

インドネシア・ジャカル

タ



73 8月27日

「飛翔塾授業（講義①）」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

埼玉県川島町

（５０名）

74 8月28日

「株式会社デンソーセールス講演会」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

東京都文京区

（２００名）

75 8月29日

「飛翔塾授業（講義②）」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

埼玉県川島町

（５０名）

76
8月31日

～9月4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）

＊世界ソフトボール普及活動

アメリカ

77 9月7日

銀座百点（機関誌）取材への協力

＊インタビュー：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

78 9月8日

「第５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

（３００名）

79
9月8日

～9日

第５１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

神奈川県秦野市

（１，５００名）

80
9月10日

～11日

「九州産業大学付属高校講演会・ソフトボールクリニック」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

福岡県北九州市

（１，０００名）

81 9月14日

「日立埠頭株式会社講演会」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

茨城県日立市

（１００名）

82
9月14日

～17日

第７０回全日本総合女子ソフトボール選手権大会

（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

茨城県常陸太田市

83 9月20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

84
9月22日

～23日

第５１回日本女子ソフトボール１部リーグ第７節視察

（視察者・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

（２，０００名）

85 9月23日
第１３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）

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

福島県喜多方市

（３００名）



86
9月23日

～24日

「宇津木カップ第５回道東地区選抜野球弟子屈大会」協賛・協力

（カップ等寄贈）

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

北海道弟子屈町

（１５０名）

87 9月26日

一般社団法人日本トップリーグ機構常務理事会

（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

東京都文京区

88
9月29日

～30日

第７３回国民体育大会（ソフトボール・教室）への協力

（視察者・講師：宇津木理事長他、オリンピアン）

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

福井県福井市

（１００名）

89 10月2日

公益財団法人日本バレーボール協会評議員会

（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

東京都渋谷区

90 10月5日

「株式会社板垣鉄工所創業１５０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

山形県鶴岡市

（２００名）

91 10月6日

「こうとうこどもスポーツデー２０１７イベント（教室等）」への協力

（講師：廣瀬芽さん（オリンピアン）他）

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

東京都江東区

（３００名）

92
10月6日

～7日

第５１回日本女子ソフトボール１部リーグ第８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

愛知県名古屋市

（１，０００名）

93
10月6日

～8日

関東大学秋季リーグ視察

（視察者・講師：宇津木理事長他、オリンピアン）

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

埼玉県毛呂山町

94 10月12日

高崎東高等学校講演会への協力

（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

群馬県高崎市

（８００名）

95
10月13日

～14日

第５１回日本女子ソフトボール１部リーグ第９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

群馬県太田市

（１，５００名）

96 10月16日

「株式会社チームスピリット主催講演会」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

東京都中央区

（２００名）

97 10月18日

「法人会川島支部講演会」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

埼玉県川島町

（１５０名）

98 10月20日

キッ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

山梨県富士吉田市

（５０名）



99
10月20日

～21日

第５１回日本女子ソフトボール１部リーグ第１０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

山梨県富士吉田市

（１，０００名）

100 10月21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

101 10月24日

「ポカリエールキャラバン（講演会・部活指導）③」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

（１，０００名）

102 10月25日

「パナソニック株式会社エコソリューション社主催講演会」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

東京都港区

（５００名）

103
10月27日

～29日

関東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

埼玉県毛呂山町

104 10月28日

「尾道市主催講演会」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

広島県尾道市

（３００名）

105
11月2日

～4日

「２０１８　ＪＡＰＡＮ　ＣＵＰ国際女子ソフトボール大会in高崎」への協力

＊視察者：宇津木理事長

＊出場国：日本・アメリカ・オーストラリア他

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

群馬県高崎市

（５，０００名）

106 11月8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

107 11月9日

【東京オリンピック・パラリンピック支援活動】

「群馬県立西邑楽高等学校（教育推進校）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

群馬県邑楽町

（８００名）

108 11月10日

「読売ＫＯＤＯＭＯ新聞ソフトボール教室」への協力

（講師：宇津木理事長、戸田中央病院ソフトボール部/五味投手）

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

長野県茅野市

（２５０名）

109 11月12日

「矢崎総業株式会社会長との対談」への協力

（対談者：宇津木理事長）

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

東京都港区

110 11月13日

一般社団法人日本トップリーグ機構常務理事会

（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

東京都文京区



111 11月16日

「電通　NＥＷ　DAY　２０１８トークショー」への協力

（コメンテーター：宇津木理事長、西野朗（元サッカー日本代表監督））

＊他競技とのコラボレーション

東京都港区

（８００名）

112
11月17日

～18日

第５１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）

（視察・解説：宇津木理事長）

東京都

（神宮球場）

（１０，０００名）

113 11月22日

「ブリヂストン株式会社講演会」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

（２５０名）

114 11月23日

徳島県美馬市文化講演会への協力

（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

徳島県美馬市

（３００名）

115 11月24日

邑楽町体育館新設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

群馬県邑楽町

（３００名）

116 11月25日

「石狩体育協会創立６０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

北海道石狩市

（５００名）

117 11月27日

【他競技とのコラボレーション】

「ＮＰＢ　ＡＷＡＲＤＳ　２０１８」への協力

（出席者：宇津木理事長）

＊ソフトボール普及活動

東京都港区

118 11月29日

「三井生命保険株式会社講演会」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

東京都江東区

（２００名）

119 12月1日

「第３回ソフトボール教室・キッズ教室」への協力

（講師：宇津木理事長、戸田中央病院ソフトボール部員、

山本睦さん・佐野仁美さん・金谷裕司さん（ＮＰＯ会員））

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

埼玉県入間市

（５００名）

120
12月3日

～7日

アジアソフトボール連盟総会

（出席者：宇津木理事長（アジアソフトボール連盟副会長として））

＊世界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

121 12月8日

「幼児ソフトボール教室」への協力

（講師：宇津木理事長、山本睦さん・佐野仁美さん・金谷裕司さん

（ＮＰＯ会員））

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

大阪府大阪市

（１５０名）

122 12月9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



123 12月14日

一般社団法人日本トップリーグ機構主催「平成３０年度感謝の夕べ」

への協力

（出席者：宇津木理事長（上記団体常務理事として））

＊他競技とのコラボレーション

東京都品川区

124 12月15日

「日立市生涯学習講演会」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

茨城県日立市

（３００名）

125 12月18日
ＮＰＯ法人ソフトボール・ドリーム理事会

（出席者：理事・監事）
神奈川県箱根

126 12月26日

「毎日新聞社取材」への協力

（取材者：宇津木理事長）

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

茨城県日立市

127 1月3日

【他競技とのコラボレーション】

箱根駅伝視察

（視察者：宇津木理事長）

東京都千代田区

128 1月5日
群馬県スポーツ協会新年懇親会

（出席者：宇津木理事長（群馬県スポーツ協会理事として））
群馬県前橋市

129 1月9日

「株式会ケーオーデンタル記念講演会」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

東京都港区

（３００名）

130 1月11日

読売新聞社表彰式への協力

（出席者：宇津木理事長）

＊日本国内のスポーツ振興活動

東京都港区

131 1月13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

132 1月13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２０１９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）

133 1月16日

(公財）日本スポーツ協会記者クラブ懇談会

（出席者：宇津木理事長（（公財）日本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

東京都渋谷区

134 1月16日

　（公財）日本スポーツ協会理事会

（出席者：宇津木理事長（（公財）日本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

東京都渋谷区



135
1月18日

～22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（世界野球ソフトボール連盟理事として））

＊世界のスポーツ振興活動

イタリア・ローマ

136
1月25日

～26日

「ソフトボール教室」へ協力

（講師：宇津木理事長、上田理事、塩野義製薬ソフトボール部員）

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

富山県滑川市

（１００名）

137 1月27日

「川島町スポーツ少年団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

埼玉県川島町

（２００名）

138 1月28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

139 1月29日

湧永製薬機関誌取材（インタビュー）への協力

＊取材対応者：宇津木理事長

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

東京都千代田区

140 2月初旬

　（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

141 2月2日

「恒富中学校立志式（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

宮崎県宮崎市

（３００名）

142 2月2日

ＢＳ－ＴＢＳ「関口宏の人生の詩Ⅱ」への協力（ＴＶ放映）

（出演：宇津木理事長）

＊ソフトボール普及活動

143
2月3日

～8日

ガンビア共和国での普及活動への支援・協力

（講師：宇津木理事長）

＊世界でのソフトボール普及活動、ＮＰＯ法人ソフトボール・ドリームグッズ

及び、ボール・バット等の寄贈）

ガンビア共和国

（西アフリカ）

144
2月3日

～3月1日

【海外普及支援事業】

ガンビア共和国での普及活動への協力

（派遣者：伊藤通訳、白井沙織さん(元実業団選手）、舞木彩英さん）

＊世界でのソフトボール普及活動

ガンビア共和国

（西アフリカ）

（１００名）

145 2月11日

日本テレビ「平成スポーツ特番！今だから話します」への協力（ＴＶ放映）

（出演：宇津木理事長、髙山理事、ＭＣ：明石家さんま他）

＊ソフトボール普及活動

東京都港区

146 2月12日

【他競技とのコラボレーション】

「一般社団法人トップリーグ機構（ソフトボール教室）」への協力

（出席者：宇津木理事長（上記連盟の理事として））

東京都目黒区

（２００名）



147 2月13日

「福島市職員講演会」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

福島県福島市

（３００名）

148 2月16日

「高山村教育委員会主催講演会」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

群馬県高山村

（３００名）

149 2月20日

「浜松法人会主催講演会」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

静岡県浜松市

（５００名）

150 2月22日

ベースボール型体験プログラム地区指導者講習会（ＡＳＯＢＡＬＬプロジェク

ト）への協力…幼児対象

（視察：宇津木理事長、講師：（金谷裕司さん・佐野仁美さん・山本睦さん

（共にＮＰＯ法人ソフトボール・ドリーム会員））

岡山県岡山市

（１００名）

151 2月23日

ベースボール型体験プログラム地区指導者講習会（ＡＳＯＢＡＬＬプロジェク

ト）への協力…幼児対象

（視察：宇津木理事長、講師：（金谷裕司さん・佐野仁美さん・山本睦さん

（共にＮＰＯ法人ソフトボール・ドリーム会員））

高知県高知市

（１００名）

152 2月24日

　（公財）日本ソフトボール協会評議員会・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

153
2月25日

～3月1日

【他競技とのコラボレーション】                                                           実業

団ソフトボール部合宿及びプロ野球キャンプ地視察

（視察者・講師：宇津木理事長）

＊他競技とのコラボレーション活動及びソフトボール普及活動

沖縄県

154 3月7日

「第１６回世界女子ソフトボール選手権大会ＣＨＩＢＡ２０１８解散式」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））

＊地域の活性化とソフトボール普及活動　＊視察者：宇津木理事長

千葉県千葉市

155 3月8日

　（公財）日本スポーツ協会理事会

（出席者：宇津木理事長（（公財）日本スポーツ協会理事として））

＊日本国内のスポーツ振興活動

東京都渋谷区

156
3月8日

～9日

第２３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）

157 3月12日

毎日新聞オリンピック500日前イベントへの協力

（出席者：宇津木理事長、中畑清さん・岩村明憲さん（元プロ野球選手））

＊日本国内のスポーツ振興、オリンピック普及活動

東京都千代田区

（３００名）

158 3月14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



159 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

160
3月15日

～16日

「長与町体育協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、松崎絵里子さん（元ソフトボール日本代表））

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

長崎県長与町

（５００名）

161
3月17日

～

「ＮＨＫスポーツストーリー（取材）」への協力

（取材対応者：宇津木理事長）

＊上記の取材内容が配信され、www.nhk.or.jp/sports-story/で公開

162 3月17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

163 3月20日

　（公財）日本スポーツ協会評議員会

（出席者：宇津木理事長（（公財）日本スポーツ協会理事として））

＊日本国内のスポーツ振興活動

東京都品川区

164
3月20日

～24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

165 3月22日

【他競技とのコラボレーション】

読売巨人軍激励会

（出席者：宇津木理事長）

＊他競技とのコラボレーション活動及びソフトボール普及活動

東京都港区

166 3月24日

「第３２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

167 3月25日

「一般社団法人高崎財団評議員会」への協力

（出席者：宇津木理事長（上記財団評議員として））

＊地域スポーツ＆芸術の発展への寄与

群馬県高崎市

168 3月26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

169
3月30日

～31日

【被災地復興支援・地域活性化活動】

第５回宇津木妙子優勝旗争奪菓匠三全カップを共催

＊優勝旗寄贈、宇津木理事長、オリンピアン（廣瀬芽さん）他派遣

＊大会前に宇津木理事長・廣瀬芽さん他が講師となり、ソフトボール

教室開催

宮城県多賀城市

（３００名）

170
3月30日

～31日

第９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

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

福島県石川町

（２５０名）



171 3月31日

「沼津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

静岡県沼津市

（５００名）



（単位：円）

科　　　　　　　　目 備考

 Ⅰ 経常収益

      １ 受取会費

            正会員受取会費 9,240,000

            賛助会員受取会費 900,000 10,140,000

      ２ 受取寄付金

            受　取　寄付金 4,871,000

      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 4,821,040

            物品販売収入 205,028 5,026,068

      ５ その他収益

            受　取　利　息 59

　　　　　　雑　　収　　入 853,000 853,059

 経常収益 計 21,390,127

 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 449,109 3,349,109

       (2)その他経費

            事業支出 1,812,036

            業務委託費 389,448

            諸謝金 4,472,040

            旅費交通費 2,555,891

            通信運搬費 552,633

            会議費 174,982

            消耗品費 145,369

            印刷製本費 352,048

            車両費 167,117

            雑費 44,796

            諸会費 3,000

            交際費 128,808 10,798,168

　　　事　業　費　計 14,147,277

      2 管理費

       (1)人件費

            役員報酬 2,900,000

            法定福利費 449,108 3,349,108

       (2)その他経費

            総会費 1,263,655

            減価償却費 255,350

            慶弔費 26,200

            事務用消耗品費 69,260

            印刷経費 1,308

            支払手数料 510,894 2,126,667

　　　管　理　費　計 5,475,775

 経常費用　計 19,623,052

           当期経常増減額 1,767,075

 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 1,767,075

           法人税、住民税及び事業税 81,400

           当期正味財産増減額 1,685,675

           前期繰越正味財産額 7,448,569

           次期繰越正味財産額 9,134,244

２０１８年度　活動計算書
2018年 4月 1日から2019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 物品販売事業
普及・振興･青少年

育成・地域活性化

支援学校等

訪問事業

文化交流の推進

に関する事業
合計

　（1）人件費

　　　役員報酬 870,000 87,000 1,740,000 58,000 145,000 2,900,000

　　　法定福利費 134,733 13,473 269,466 8,982 22,455 449,109

　　人 件 費 計 1,004,733 100,473 2,009,466 66,982 167,455 3,349,109

　（2）その他経費

　　　事業支出 398,142 39,814 831,180 126,543 416,357 1,812,036

　　　業務委託費 116,834 11,683 233,669 7,789 19,473 389,448

　　　諸謝金 4,065,192 9,079 376,584 6,053 15,132 4,472,040

　　　旅費交通費 117,472 11,747 2,328,007 7,832 90,833 2,555,891

　　　通信運搬費 95,133 9,513 425,789 6,342 15,856 552,633

　　　会議費 7,230 723 96,801 482 69,746 174,982

　　　消耗品費 42,740 4,274 88,383 2,849 7,123 145,369

　　　印刷製本費 105,614 10,561 211,229 7,041 17,603 352,048

　　　車両費 16,815 1,682 144,697 1,121 2,802 167,117

　　　雑費 3,078 758 40,242 205 513 44,796

　　　諸会費 3,000 3,000

　　　交際費 13,154 1,315 111,269 877 2,193 128,808

　　その他経費計 4,981,404 101,149 4,890,850 167,134 657,631 10,798,168

　　　　　合計 5,986,137 201,622 6,900,316 234,116 825,086 14,147,277

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 △ 1,081,830 534,170

什器備品 250,000 0 0 250,000 △ 156,250 93,750

合　計 1,866,000 0 0 1,866,000 △ 1,238,080 627,920

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

   計算書類の作成は、ＮＰＯ法人会計基準 （2010年7月20日　2017年12月12日最終改正　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



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 期末残高

短期借入金 0 4,200,000 4,200,000 0

長期借入金 0 0 0 0

合　計 0 4,200,000 4,200,000 0

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

財務諸表上の計上された金額 内、役員との取引

50,000

4,871,000 50,000

4,871,000

内、近親者及び支配

法人等との取引



（単位：円）

科　　　　　　　　目

Ⅰ 資産の部

  １  流　動　資　産

            現　金 913,379

            預　金 8,869,619

          　 流動資産　計 9,782,998

        流  動  資  産  合  計 9,782,998

  ２  固　定　資　産

　　　(有形固定資産)

　　　建物附属設備 534,170

　　　什器備品 93,750

          有形固定資産計 627,920

       固  定  資  産  合  計 627,920

  資　 産　 の 　部　 合　 計 10,410,918

Ⅱ 負債の部

  １  流　動　負　債

            未　払　金 753,681

            未払法人税等 81,400

            前　受　金 270,000

            預　り　金 110,545

            社 保 預 り 金 61,048

          　 流動負債　計 1,276,674

        流  動  負  債  合  計 1,276,674

  負　 債　 の 　部　 合　 計 1,276,674

Ⅲ 正味財産の部

  １  正　味　財　産

   前期繰越正味財産額 7,448,569

   当期正味財産増減額 1,685,675

          　 正味財産　計 9,134,244

        正　味　財　産  合  計 9,134,244

   負債の部及び正味財産の部合計 10,410,918

２０１８年度　会計貸借対照表

2019 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 913,379

　　　　　　　　普通預金 みずほ銀行高崎支店 4,185,029

　　　　　　　　普通預金 群馬銀行高崎栄町支店 2,305,450

　　　　　　　　ゆうちょ銀行 2,379,140

             現　金・預　金　計 9,782,998

       流  動  資  産  合  計 9,782,998

  ２  固　定　資　産

　　　　　　(有形固定資産)

             建物附属設備 534,170

             什器備品 93,750

　　　　　　　　　　有形固定資産　計 627,920

       固  定  資  産  合  計 627,920

    資　 産　 の 　部　 合　 計 10,410,918

Ⅱ 負債の部

  １  流　動　負　債

             未払金

                講師料諸謝金 625,856

　　　　　　 　 社会保険料(H31年3月末支払分) 123,287

　　　　　　　　NTT東日本(H31年3月末支払分) 4,538

             未払金　計 753,681

             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31年度会費･寄付金 270,000

             前　受　金　計 270,000

             預　り　金

             　 源泉所得税 110,545

                社保預り金 61,048

             預　り　金　計 171,593

       流  動  負  債  合  計 1,276,674

    負　 債　 の 　部　 合　 計 1,276,674

　正　　味　　財　　産 9,134,244

２０１８年度　会計財産目録

2019 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


