
 

２０１９年度事業報告書 
 2019年4月1日 から 2020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 

   2019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。 

  その他には、ソフトボール競技者人口の減少を鑑み、ASOBALL(ベースボール型体験プログラム)という 
  幼児を対象として、柔らかいボールに馴染み、遊び感覚でソフトボールを体感する活動の展開を行った 

のも特徴であります。 
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、元日本代表ＶＳ元台湾代表による交

流試合をオリンピック機運の向上を図りました。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。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･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32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11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) 

 

ASOBALL(ベースボール型体
験プログラム)の展開によ
る、ソフトボール人口の拡
大をサポート 

  
年5回 
 

 
神奈川･山梨･ 
島根他 

 
 

  
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4回 

 
東京・イタ

リア・インド
ネシア 

 
 
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2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 

 
台湾 

 
 各回1～ 
3名 

 
50～100名 
(各回) 

 

 

 



Ｎｏ 実施日 内　　　　　　　　容 実施場所

1 4月7日

【他競技とのコラボレーション】

ＡＳＯＢＡＬＬ(ベースボール型体験プログラム)プロジェクト会議への協力

（出席者：宇津木理事長、千葉ロッテマリーンズ球団職員他）

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

東京都品川区

2 4月12日

ＮＨＫラジオ「増田明美のキキスギ？（生放送）」への協力

（出演者：宇津木理事長）

＊ソフトボール普及活動

＊放送時間　２０：０５～２０：５５

東京都渋谷区

（１０，０００名）

3 4月13日

第５２回日本女子ソフトボールリーグ１部開幕戦視察（ＴＶ放映）

＊ビックカメラ高崎ＶＳトヨタ自動車

（視察者・解説：宇津木理事長）

愛知県瑞穂市

（パロマ瑞穂野球

場）　　　　　　（３，０

００名）

4 4月14日

群馬テレビ取材（群馬の平成）への協力

（取材：宇津木理事長）

＊ソフトボール普及活動

群馬県高崎市

（ＵＴＳＵＧＩスタジア

ム）

5
4月20日

～21日

第５２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

宮崎県宮崎市

（１，５００名）

6 4月21日

全日本総合埼玉県予選（ソフトボール競技）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

7 4月23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

8 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

9 4月24日

　（公財）日本スポーツ協会第一回理事会

（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

10 4月26日

　（公財）日本高等学校野球連盟主催有識者会議への協力

（出席者：宇津木理事長（上記団体会議有識者として））

＊投手の障害予防に関する有識者会議

東京都港区

11 4月27日

「第８回宇津木杯小学生ソフトボール普及大会への協賛・協力

＊カップ・記念品等寄贈

＊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）

別紙１



12
4月27日

～28日

第５２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

群馬県太田市

（３，０００名）

13 4月30日

【他競技とのコラボレーション】

2019プロ野球「巨人ＶＳ中日」戦への協力

（視察者：宇津木理事長）

東京都文京区

（東京ドーム）

14
4月30日

～5月1日

「第２回宇津木妙子杯第５回東北ｵｰﾌﾟﾝ中学生ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ大会」への協賛

＊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

福島県福島市

（２００名）

15
5月1日

～5月8日

【海外普及支援】

第１２回女子アジアカップへの協力

（視察者：宇津木理事長）

インドネシア・ジャカ

ルタ

16
5月4日

～6日

関東女子大学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

17
5月11日

～12日

第５２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

愛媛県松山市

（２，０００名）

18 5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

19 5月16日

　（公財）日本ソフトボール協会財務委員会・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16日

「株式会社UQコミュニケーション主催講演会」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

（２００名）

21
5月18日

～19日

第５２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

群馬県前橋市

（３，０００名）

22 5月20日 ＮＰＯ法人ソフトボール・ドリーム第八回総会・講演会・交流会
東京都千代田区

（１００名）

23 5月21日

　（公財）日本スポーツ協会第一回理事会

（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

24 5月23日

一般社団法人日本トップリーグ機構総会

（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



25
5月25日

～26日

第５２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

京都府京都市

（１，５００名）

26
5月25日

～26日

「第１７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）

27 5月28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

28 5月29日

　（公財）日本スポーツ協会栄典会議

（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

29 5月31日

ＡＳＯＢＡＬＬ(ベースボール型体験プログラム）実技への協力

（出席者：宇津木理事長）

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

山梨県塩山市

（１００名）

30 6月1日

「ＵＴＳＵＧＩスタジアム」オープンイベントへの協力

（出席者：宇津木理事長他）

＊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）

31
6月1日

～3日

関東学生女子選手権兼大学インカレ予選への協力

（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

群馬県前橋市

32 6月4日

　（公財）ミズノスポーツ振興財団評議員会

（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

33 6月4日

「全国女将会主催講演会」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

群馬県高崎市

（５００名）

34 6月5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7日

～8日

【被災地復興支援・地域活性化活動】

「第８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、小林理事、髙山理事、古川理事、伏見理事参加）

＊当日は、ラーメン炊き出し

宮城県気仙沼市

（２００名）

36 6月9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11日

ＡＳＯＢＡＬＬ(ベースボール型体験プログラム）実技への協力

（出席者：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

（１００名）



38 6月13日

「守谷商会（安全大会）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

長野県長野市

（２００名）

39 6月17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

40 6月18日

　（公財）日本バレーボール協会評議員会

（出席者：宇津木理事長（（公財）日本バレーボール協会評議員として））

＊地域の活性化とスポーツの普及活動

東京都品川区

41
6月19日

～22日

国際野球・ソフトボール連盟理事会

（出席者：宇津木理事長（上記連盟理事として）

＊世界でのソフトボール普及活動

イタリア・ローマ

42 6月21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

43
6月22日

～23日

【海外支援・普及活動】

 「日米対抗ソフトボール２０１９」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

宮城県仙台市

（３，０００名）

44 6月25日

【海外支援・普及活動】

「日米対抗ソフトボール２０１９」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）

（２０，０００名）

45 6月28日

「毎日新聞賞選考委員会」への協力

（選考委員：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

46 6月30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

47 7月5日

【他競技とのコラボレーション活動】

「プロ野球独立リーグ試合視察及び始球式」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

福島県いわき市

（１０，０００名）

48
７月6日

～8日

東日本大学選手権ソフトボール大会への協力

（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

長野県伊那市

49 7月13日

「新潟県ソフトボール協会主催講演会」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

新潟県新潟市

（３００名）



50 7月17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

51
７月19日

～21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

52 7月21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

53
７月22日

～25日

「日本代表レジェンドＶＳ台湾代表レジェンド」試合への協力及び、支援物資

の

支援（派遣選手・スタッフ：宇津木理事長他、元日本代表選手）

＊世界でのソフトボール普及活動

＊ＦＯＸスポーツ台湾テレビで放映、無料オンライン動画で世界配信

台湾

（１，０００名）

54 8月3日

「第３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

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

埼玉県東松山市

（２００名）

55 8月3日

「読売ＫＯＤＯＭＯ新聞ソフトボール教室」への協力

（講師：宇津木理事長他）

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

静岡県沼津市

（２００名）

56 8月6日

夏休みキッズキャンプ「ソフトボール教室」への協力

（講師：宇津木理事長他）

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

滋賀県

（１５０名）

57 8月7日

「学校法人片柳学園主催講演会」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

東京都八王子市

（３００名）

58 8月10日

「読売ＫＯＤＯＭＯ新聞ソフトボール教室」への協力

（講師：宇津木理事長他）

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

東京都大田区

（２００名）

59 8月17日

「第７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

＊宇津木理事長他参加

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

兵庫県姫路市

（２００名）

60
8月20日

～21日

ＡＳＯＢＡＬＬ(ベースボール型体験プログラム）実技への協力

（出席者：宇津木理事長）

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

島根県隠岐郡

（１００名）

61
8月20日

～22日

第１１回白馬カップ大学生ソフトボール大会２０１９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）

62 8月24日

「第１回宇津木妙子杯中学生ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ大会」への協賛

（講師：オリンピアン他派遣）、＊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

富山県滑川市

（１５０名）



63 8月24日

「読売ＫＯＤＯＭＯ新聞ソフトボール教室」への協力

（講師：宇津木理事長他）

＊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）

64 8月24日

「第５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

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

福島県福島市

（２００名）

65 8月25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

66 8月27日

世界女子ソフトボール選手権大会開催記念「第１回千葉市中学校ソフト

ボール大会（ソフトボール教室）」への協力

（講師：宇津木理事長他）

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

千葉県千葉市

（２００名）

67
8月30日

～９月1日

「２０１９　ＪＡＰＡＮ　ＣＵＰ国際女子ソフトボール大会in高崎」への協力

（視察者：宇津木理事長視察）

＊出場国：日本・アメリカ・オーストラリア・カナダ

＊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）

68
8月30日

～９月1日

「文部科学大臣杯第５４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

愛知県安城市

69 9月1日

「第８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）

70 9月3日

「八王子市中学校講演・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

東京都八王子市

（３００名）

71 9月4日

【他競技とのコラボレーション】

２０１９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

72 9月5日

「イオン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

千葉県千葉市

（２００名）

73 9月7日

「カイシングループ創立記念講演会」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

長野県長野市

（２００名）

74
9月7日

～8日

第５２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

兵庫県豊岡市

（１，５００名）



75 9月8日

【他競技とのコラボレーション活動】

「プロ野球独立リーグ試合前（幼児ソフトボール教室）」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

福島県いわき市

（３，０００名）

76 9月10日

　（公財）日本ソフトボール協会リーグ活性化プロジェクト会議

（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））

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

東京都品川区

77 9月11日

　ＴＯＫＹＯ　２０２０　カウントダウンナイトへの協力

（外国特派員協会主催）

（出席者：宇津木理事長他）

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

東京都港区

（２００名）

78
9月14日

～16日

第７１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

鹿児島県

79 9月16日

【他競技とのコラボレーション】

２０１９プロ野球「巨人ＶＳ阪神」への協力

（視察：宇津木理事長）

東京都文京区

80 9月18日

「仙台青年会議所主催講演会」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

宮城県仙台市

（５００名）

81 9月19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

82 9月20日

　（公財）日本高等学校野球連盟主催有識者会議への協力

（出席者：宇津木理事長（上記団体会議有識者として））

＊投手の障害予防に関する有識者会議

大阪府大阪市

83
9月21日

～22日

第５２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

（３，０００名）

84
9月24日

～28日

【東京五輪の支援】

アジア・オセアニアオリンピック予選の視察

（視察者：宇津木理事長）

中国・上海

85
9月28日

～29日

第７４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､オリンピアン)

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

茨城県

（１５０名）

86
10月5日

～6日

第５２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）

＊プレオリンピック大会として開催

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

福島県福島市

（福島あづま球場）

（８，０００名）



87 10月9日

「富山めぐみ製薬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

富山県富山市

（３００名）

88 10月11日

「福岡県立直方高等学校創立１１０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

福岡県直方市

（５００名）

89
10月12日

～14日

関東大学秋季リーグ視察

（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

埼玉県毛呂山町

90
10月19日

～20日

第５２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

新潟県新潟市

（２，０００名）

91 10月21日

　（公財）日本ソフトボール協会リーグ活性化プロジェクト会議

（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））

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

東京都品川区

92 10月22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

93 10月25日

「ポカリエールキャラバン（講演会・部活指導）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

山口県下関市

（３００名）

94
10月26日

～28日

関東大学ソフトボール選手権の視察

（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

埼玉県坂戸市

95 10月27日

「福島市国際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

福島県福島市

（３００名）

96 10月31日

「ポカリエールキャラバン（講演会・部活指導）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

長崎県佐世保市

（５００名）

97 11月1日

「一般社団法人地域医療機能推進部会主催講演会」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

神奈川県横浜市

（１，０００名）

98 11月6日

「安城市商工会議所主催講演会」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

愛知県安城市

（３００名）

99
11月7日

～9日

ＡＳＯＢＡＬＬ(ベースボール型体験プログラム）実技への協力

（出席者：宇津木理事長）

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

島根県出雲

（１００名）



100
11月11日

～18日

【他競技とのコラボレーション】

「ＷＢＳＣプレミア１２大会」の視察

（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・東京都

（マリンスタジアム・

東京ドーム）

101 11月12日

　一般社団法人日本トップリーグ機構常務理事会への協力

（出席者：宇津木理事長（上記団体の理事として））

＊日本国内のスポーツ振興活動

東京都渋谷区

102 11月15日

「松伏町立松伏中学校講演会」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

埼玉県松伏町

（３００名）

103
11月16日

～17日

第５２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）

＊宇津木理事長視察・解説

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

神奈川県横浜市

（横浜スタジアム）

（１５，０００名）

104
11月19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

大阪府堺市

105 11月23日

「みんなで１万本ノック」への協力

（講師：宇津木理事長他）

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

栃木県栃木市

（３００名）

106 11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

107 11月26日

「福島マスターズ主催講演会」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

福島県福島市

（３００名）

108 11月30日

ＡＳＯＢＡＬＬ(ベースボール型体験プログラム）実技への協力

（出席者：宇津木理事長）

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

神奈川県箱根町

（２００名）

109 12月1日

「千葉市文化振興団主催講演会」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

千葉県千葉市

（３００名）

110 12月2日 ＮＰＯ法人ソフトボール・ドリーム２０１９年度第２回理事会 神奈川県箱根

111 12月4日

「大同特殊鋼株式会社主催講演会」への協力

（講師：宇津木妙子）

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

愛知県東海市

（３００名）

112
12月5日

～9日

東南アジアソフトボール競技大会への協力

（視察者：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

フィリピン



113 12月7日

「第４回ソフトボール教室ｉｎいるま」への協力

（オリンピアン、戸田中央病院ソフトボール部員派遣）

＊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）

114 12月8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 12月11日

「信州大学ものづくり振興会主催講演会」への協力

（講師：宇津木妙子）

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

長野県長野市

（２００名）

116
12月13日

～15日

ＡＳＯＢＡＬＬ(ベースボール型体験プログラム）実技への協力

（出席者：宇津木理事長）

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

鹿児島県種子島

（１００名）

117 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

118 1月6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

119 1月8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））

＊地域の活性化とソフトボール普及活動

群馬県前橋市

120 1月10日

【他競技とのコラボレーション】

ゲットスポーツ（テレビ朝日）指導者対談収録

（出席者：宇津木理事長他）

東京都港区

121 1月10日

【他競技とのコラボレーション】

テレビ朝日ビックスポーツ大賞表彰式

（出席者：宇津木理事長他）

東京都港区

122 1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

123 1月11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２０２０パネルディスカッション」への協力

（パネリスト：宇津木理事長他）

＊日本国内のスポーツ振興活動

東京都文京区

（１００名）

124 1月15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

125 1月15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



126 1月17日

読売新聞社表彰式への協力

（出席者：宇津木理事長（上記表彰委員会委員として））

＊日本国内のスポーツ振興活動

東京都港区

127 1月25日

「新潟県村上市スポーツ協会記念講演会」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

新潟県村上市

（２００名）

128 1月27日

「福岡県私立幼稚園振興協会記念講演会」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

福岡県福岡市

（５００名）

129 1月29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

130 2月2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

131 2月5日

「広島県井口中学校修学旅行体験学習（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

千葉県千葉市

（２００名）

132 2月6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

133 2月8日

「水戸市市制施行１３０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

茨城県水戸市

（５００名）

134 2月13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

東京都新宿区

135 2月20日

【他競技とのコラボレーション】

日本マスターズ委員会への協力

（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

136 2月21日

「中兵庫信用金庫」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

兵庫県三田市

（３００名）

137 2月22日

　「群馬県スポーツ協会表彰式への協力

（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

138 2月23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



134 2月24日

「国立市体育協会主催スポーツ講演会」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

東京都国立市

135

2月24日

～2月29

日

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：宇津木理事長）

＊他競技とのコラボレーション活動及びのソフトボール普及活動

沖縄県

136 3月6日

　（公財）日本スポーツ協会第６回理事会

（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

東京都新宿区

137
3月6日

～7日

第２４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

138
3月8日

～14日

実業団ソフトボール部合宿視察

（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

139 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

140 3月16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

141 3月16日

西日本新聞社取材への協力

（取材対応者：宇津木理事長）

＊ソフトボールの歴史と東京五輪に関する件

東京都品川区

142 3月18日

　（公財）日本スポーツ協会代表者会議への協力

（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

143 3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

144 3月22日

「第３３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

145 3月23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

146
3月25日

～28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



147 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

148
3月28日

～29日

【被災地復興支援・地域活性化活動】

第７回宇津木妙子優勝旗争奪菓匠三全カップを共催

地域の活性化とソフトボール普及活動

宮城県多賀城市

149
3月28日

～29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）

150
3月28日

～29日

第５３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

滋賀県東近江市

＊Ｎｏに　　　印は、延期・中止事項



（単位：円）
科　　　　　　　　目 備考

 Ⅰ 経常収益
      １ 受取会費
            正会員受取会費 8,550,000
            賛助会員受取会費 1,009,000 9,559,000
      ２ 受取寄付金
            受　取　寄付金 4,850,000
      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 1,384,240
            物品販売収入 82,000 1,466,240
      ５ その他収益
            受　取　利　息 85
　　　　　　雑　　収　　入 982,000 982,085
 経常収益 計 17,357,325
 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 452,133 3,352,133
       (2)その他経費
            事業支出 1,123,287
            業務委託費 467,510
            諸謝金 1,168,100
            旅費交通費 3,878,484
            通信運搬費 573,186
            会議費 407,233
            消耗品費 217,560
            印刷製本費 295,102
            車両費 199,884
            雑費 59,303
            諸会費 3,000
            交際費 205,134 8,597,783
　　　事　業　費　計 11,949,916
      2 管理費
       (1)人件費
            役員報酬 2,900,000
            法定福利費 452,133 3,352,133
       (2)その他経費
            総会費 1,444,870
            減価償却費 244,225
            慶弔費 76,638
            事務用消耗品費 61,931
            印刷経費 16,928
            支払手数料 514,155 2,358,747
　　　管　理　費　計 5,710,880
 経常費用　計 17,660,796
           当期経常増減額 △ 303,471
 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 △ 303,471
           法人税、住民税及び事業税 81,400
           当期正味財産増減額 △ 384,871
           前期繰越正味財産額 9,134,244
           次期繰越正味財産額 8,749,373

２０１９年度　活動計算書
2019年 4月 1日から2020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 696,000 58,000 2,030,000 29,000 87,000

　　　法定福利費 108,512 9,043 316,493 4,521 13,564

　　人 件 費 計 804,512 67,043 2,346,493 33,521 100,564 3,352,133

　（2）その他経費

　　　事業支出 218,650 18,221 637,728 9,110 27,331

　　　業務委託費 112,202 9,350 327,258 4,675 14,025

　　　旅費交通費 33,324 2,777 97,196 1,389 4,166

　　　通信運搬費 133,243 11,104 388,626 5,552 16,655

　　　会議費 1,469 122 4,285 61 184

　　　消耗品費 51,206 4,267 149,352 2,134 6,401

　　　印刷製本費 70,824 5,902 206,572 2,951 8,853

　　　車両費 17,453 1,454 50,904 727 2,182

　　　雑費 2,036 170 5,937 85 254

　　その他経費計 640,407 53,367 1,867,858 26,684 80,051 2,668,367

　　　　　合計 1,444,919 120,410 4,214,351 60,205 180,615 6,020,500

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 △ 1,243,430 372,570

什器備品 250,000 143,001 0 393,001 △ 238,875 154,126

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



合　計 1,866,000 143,001 0 2,009,001 △ 1,482,305 526,696

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 5,000,000 5,000,000 0

長期借入金 0 0 0 0

合　計 0 5,000,000 5,000,000 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

330,000

4,850,000 330,000

4,850,000

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 146,650

            預　金 8,263,831

          　 流動資産　計 8,410,481

        流  動  資  産  合  計 8,410,481

  ２  固　定　資　産

　　　(有形固定資産)

　　　建物附属設備 372,570

　　　什器備品 154,126

          有形固定資産計 526,696

       固  定  資  産  合  計 526,696

  資　 産　 の 　部　 合　 計 8,937,177

Ⅱ 負債の部

  １  流　動　負　債

            未　払　金 0

            未払法人税等 81,400

            前　受　金 0

            預　り　金 45,171

            社 保 預 り 金 61,233

          　 流動負債　計 187,804

        流  動  負  債  合  計 187,804

  負　 債　 の 　部　 合　 計 187,804

Ⅲ 正味財産の部

  １  正　味　財　産

   前期繰越正味財産額 9,134,244

   当期正味財産増減額 △ 384,871

          　 正味財産　計 8,749,373

        正　味　財　産  合  計 8,749,373

   負債の部及び正味財産の部合計 8,937,177

２０１９年度　会計貸借対照表
2020 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 146,650

　　　　　　　　普通預金 みずほ銀行高崎支店 4,859,089

　　　　　　　　普通預金 群馬銀行高崎栄町支店 2,397,399

　　　　　　　　ゆうちょ銀行 1,007,343

             現　金・預　金　計 8,410,481

       流  動  資  産  合  計 8,410,481

  ２  固　定　資　産

　　　　　　(有形固定資産)

             建物附属設備 372,570

             什器備品 154,126

　　　　　　　　　　有形固定資産　計 526,696

       固  定  資  産  合  計 526,696

    資　 産　 の 　部　 合　 計 8,937,177

Ⅱ 負債の部

  １  流　動　負　債

             未払金 0

             未払金　計 0

             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

             　 令和2年度会費･寄付金 0

             前　受　金　計 0

             預　り　金

             　 源泉所得税 45,171

                社保預り金 61,233

             預　り　金　計 106,404

       流  動  負  債  合  計 187,804

    負　 債　 の 　部　 合　 計 187,804

　正　　味　　財　　産 8,749,373

２０１９年度　会計財産目録
2020 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


