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『ミッション』
エスピロッサは、地域の人々に対して、スポーツの普及・育成・指導力の向上に関する事業を行い、生涯すばら
しい環境でスポーツを楽しめるように環境を整え、地域の人々と共に青少年の健全な育成を図り、豊かなスポーツ
文化・地域コミュニティーの創造と発展に寄与することを目的としています。

『活動指針』

『将来構想：生涯スポーツサイクル』
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2013 年度の総括
●事業の成果
2013 年度は既存事業の拡大および新規事業の始動に取組んだ 1 年でした。エスピロッサ SC Jr.ユースクラブの
活動は 3 年目を迎え、初めて 3 学年揃いました。専属スタッフが加わったことで、サッカースクールの教室数が飛
躍的に増え、キッズ事業として、地域の幼稚園にも巡回、またエスピロッサ OB を主体とした社会人チームも始動
し、エスピロッサの周知に大きく繋がりました。第 3 回を迎えた JA 東びわこ&エスピロッサ杯は、地域の皆様に
定着しつつあり、多くの皆様の共催を得て、サッカー大会および食育研修会を開催し、引き続き高い評価を頂くこ
とができました。
●事業の実施に係る事項

○特定非営利活動に係る事業
受益対象者
定款の

実施
事

業 内

容

従事者の

実施日

事業名

支出額
の範囲及び

場所

人数

(千円)

人数
スポーツクラ

彦根市周辺

ブ・スクール・教

サッカースクール

月・火・水・木

公共施設等

19 名

室に関する事業

小学 2 年～中学 3

1,233

年：2 万人
エスピロッサＳＣ

月・火・木・土・
公共施設等

サッ

Ｊｒ．ユース

日

キッズ

園希望日

19 名

彦根市周辺

3,975

中学生：7 千人

カー

彦根市周辺
園内

４名
３歳～５歳児
彦根市辺

76

大学生～社会人
社会人

水

公共施設等

２名
ＯＢ
５万人

ゴルフプラ
生涯卓球

土

6名

ザ彦根

彦根市周辺
15 万人

80

彦根市周辺
陸上ランニング

土

多景公園

4名

小学生～社会人

120

10 万人
スポーツ、文化及
彦根市荒神

び健康のイベン
ト、研修会及び講
演会に関する事

大会参加者およ

第 3 回ＪＡ東びわこ ＆

2013 年 12 月 7

山公園運動

エスピロッサ杯

日(土)、8 日(日)

施設

多目

的広場等

業

○その他の事業
実施なし
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17 名

び彦根市周辺
15 万人

664

サッカースクール
彦根周辺の子供たちの技術向上の場として認知され、年度末の登録会員数で 120 名を超えるまでになりました。
エスピロッサでは、サッカースクールおよびＪｒ．ユース共に、子どもたちの自主性の向上を促すように努めて
います。近年、子どもたちの『指示待ち症候群』が顕著になってきています。それは、大人が子どもに考えさせる
行程をとばして、指示(結果)のみを与えようとし過ぎているからと考えます。子どもたちのスポーツ現場でもこのよ
うな傾向はないでしょうか？
そこで、エスピロッサでは指導の基本方針として、以下の三つを挙げています。
『大好きな気持ちを育てること』
『大好きなことをやり続ける為に努力する大切さを伝えること』
『その中で自然に礼儀や感謝の気持ちに気づいてもらうこと』
自分で考えて行動することへの習慣化を促し、簡単なことですが、例えば、『自分からあいさつができる』『自分
で考えて、後片付けをする』
『やりたいことをするために、家庭・学校生活も考えて行動する』
『指示を待つのでは
なく、自分で考えて行動する』ことができるようになってほしいと考えています。

【活動期間】2013 年 4 月 3 日(火)～2014 年 3 月 21 日(木)
【活動曜日】月、火、水、木
【活動場所】彦根市今亀公園多目的競技場
彦根市立彦根中学校 G & 体育館
多賀町Ｂ＆Ｇ海洋センター
グリーンピア彦根
【活動実績】練習：90 回
招待試合： 1 回_2013 年 7 月 30 日

『練習風景』

【参加者】128 名：小学生男女(1～6 年生)

『練習風景』

『サッカースクール試合風景』
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『練習後のグラウンド整備』

エスピロッサ SC Jr.ユースクラブ
2011 年度から始動した中学生年代のクラブチーム。3 期生を迎え、初めて 3 学年が揃いました。サッカースクー
ル同様、基本的な指導方針は自主性を大切にしています。特にＪｒ．ユースでは遠征や合宿もたくさん実施してい
るので、他チームの方々にお世話になる機会が多く、同年代の選手たちから刺激をもらいながら、生活面での自主
性向上にも注力しています。指導指針としては、技術を重視しており、時間をかけて徹底した個人の技術習得にこ
だわっています。ボールを足で扱うことを習慣化することで、将来、自由にサッカーができることに繋がると考え
ています。
1 期生が迎えた最後の公式戦では、彼らが 3 年間積み重ねた多くのものを見ることができた好ゲームでした。
1 期生が残した Jr ユースの色を 2 期生、3 期生へと継いでいこうと考えています。
【活動期間】2013 年 4 月 1 日(日)～2014 年 3 月 28 日(木)
【活動曜日】毎週火曜日、木曜日、土曜日、日曜日、祝日
【活動場所】彦根市今亀公園多目的競技場
彦根市立彦根中学校 G & 体育館
共施設等
【活動実績】練習：90 回
対外試合：200 試合程度／一人
合宿： 5 月 4 日~ 6 日_下北山合宿(奈良県)
8 月 23 日~26 日_下北山合宿(奈良県)
10 月 5 日~6 日_静岡合宿(金城 JFC 合同)
12 月 25 日~30 日_九州合宿(福岡県、熊本県)

『Jr.ユース集合写真』

3 月 25 日~28 日_天理合宿(奈良県)

『練習風景』

『静岡遠征』

『奈良合宿の様子』

『エスピロッサ所有バス』
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第 3 回 JA 東びわこ & エスピロッサ杯
この大会は、彦根周辺の少年サッカー(4 種)と Jr.ユースサッカー(3 種)の世代間交流を目的として、第 3 回目を迎
えました。引き続き、地域の皆様のご協力のもと開催させて頂きました。
会期を 2 日間に拡張した昨年同様、サッカー大会の他、小中学生の選手、保護者、指導者、一般参加者を対象に
した食育研修会を開催しました。今年も 300 名を超える方々にご参加頂き、皆様から高い評価を頂くことができま
した。研修会の講師には、横浜マリノス株式会社の望月選氏をお招きし、
『将来に向かっての食習慣作り』というテ
ーマでご講演頂き、食習慣や少年期の「発育発達」の重要性について学びました。講演では、活発は質問が出て和
やかな雰囲気で行われました。今回もスポーツ選手の食育の重要性から JA 東びわこ様に特別協賛頂き、参加賞のご
提供を頂きました。また、彦根市より「ひこにゃんボトルペット」をご提供頂きました。法人内だけでなく、企業、
行政より多大なご支援を頂けるようになりました。
市内チームの中にはスクール生も多く在籍しており、スタッフとしてはより見どころの多い大会となりました。
今後も、彦根地域の選手たちがさらなる活躍ができるように、あらゆる面でのスポーツ環境をより良くするために
PR し、継続して開催していきたいと考えております。
【趣旨】○少年サッカーチーム同士の交流を通して技術向上の場とする。
○彦根の小学生(4 種)年代と中学生(3 種)年代の多世代交流の場とする。
【主催】NPO 法人エスピロッサ
【特別協賛】JA 東びわこ
【後援】彦根市教育委員会
彦根市サッカー協会
彦根市少年サッカー委員会
高木・技研 特別共同体
【会場】彦根市荒神山公園運動施設 多目的広場
彦根市子どもセンター アリーナ
【開催日】2013 年 12 月 7 日(土)、8 日(日)
【参加チーム】全 15 チーム
○彦根市少年サッカー委員会所属チーム
亀山 SSS、彦根 FC、プライマリーSC、旭森 SSS、
城東 SSS、金城 JFC、愛知ホワイトスター、
『第 3 回大会パンフレット』

○招待チーム

緑 FC(愛知県)、大阪市 SS2001Jr.(大阪府)、リオペードラ加賀 U-12(石川県)、
町田 JFC(東京)、A.C. infini HOZUGAWA(京都)、アミティエ SC(滋賀)、
静里スポーツ少年団(岐阜)、オールサウス SC(滋賀）

『研修会の様子』

『サッカー大会の様子』
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『表彰式の様子』

卓球教室
参加者の運動の場として定着しており、継続した活動を実施しています。参加者は小さなお子さんから、大人ま
で幅広い年齢層の方が一緒に卓球を楽しんでいます。卓球の技術向上のみではなく、参加者が一週間にあった出来
事や、今思うことなどを話すコミュニケーションの時間も設けています。活動場所はエスピロッサ事務所がある、
ゴルフプラザ彦根 2 階で、毎週土曜日 9 時～11 時に活動しています。
【活動期間】2013 年 4 月 7 日(土)～2014 年 3 月 23 日(土)
【活動曜日】土曜日
【活動場所】ゴルフプラザ彦根２階
【活動実績】練習：34 回
【参加者】登録数 8 名

『普段の練習風景』

陸上ランニング教室
2013 年 9 月から始動し、彦根市周辺の小学生から大人までを対象に、専門的な知識を持った 3 名のスタッフを中
心に、短距離から長距離まで楽しく活動しています。競技志向の参加者も体力づくりが目的の参加者も、それぞれ
のレベルにあった取組ができます。約半年の活動ではありましたが、登録数が 10 名を超え、良いスタートを切るこ
とができました。活動場所は多景公園で、毎週土曜日 9 時～11 時に活動しています。
【活動期間】2013 年 9 月 21 日(土)～2014 年 3 月 23 日(土)
【活動曜日】土曜日
【活動場所】多景公園
【活動実績】練習：34 回
【参加者】登録数 11 名

『普段の練習風景』
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キッズ・社会人サッカー
2013 年度からキッズリーダー派遣事業および社会人サッカーチーム活動を始動しました。
キッズリーダー派遣事業は、公益社団法人日本サッカー協会の委託事業として、サッカー教室を開催してくださる
保育園・幼稚園に対して、子供たちを指導するキッズリーダーを派遣する事業です。子どもたちに夢を与え、子ど
もの発育発達に応じて、適した内容を提供することが大切と考えています。より多くの子どもたちに参加して頂き
たいと願っております。
社会人サッカーはエスピロッサの指導スタッフ、彦根南中学 OB、そして滋賀大学サッカー部との連携で立ち上げる
ことができました。毎週水曜日多賀町 B＆G 海洋センターで練習を行い、数ヶ月に 1 回の紅白戦を行いました。ま
た、年度末には石川遠征も行い、地域間交流も図っています。
社会人サッカーを確立することにより、サッカーの縦のつながりを強く持つことが目標です。来年度からは彦根市
社会人サッカーリーグへの参入も決まっており、2013 年度はエスピロッサトップチームとしての本格的な活動が始
まる前準備としての活動となりました。

広報活動
ホームページおよび Facebook ページが充実してきました。写真等の更新頻度を高くし、エスピロッサの周知を
図りました。また、彦根市周辺地域の情報誌『こんきくらぶ』2013.4・5・10・11・12 月号 2014.1・2・3 月号に
各教室募集要項を、掲載しました。定期的に生活情報誌に掲載して頂くことで NPO 法人エスピロッサを彦根市周辺
の地域の皆様に、広くご周知頂けるきっかけになりました。また、スクール教室事業に対して彦根市教育委員会の
後援を得ることができました。それにより定期的に各彦根市内の小学校生徒にスクール教室募集要項の配布を行い
ました。活動内容が教室の対象となる小学生、保護者様の目に触れる機会となりました。

エスピロッサ Facebook ページ

こんきクラブ掲載内容(2014.3 月号)

組織概要
○会員構成
3 つの区分での入会を募集している。

正会員： １５名
活動会員：１６３名
賛助会員：
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０名

○事務局体制
１．常勤事務局員・・・1 名
２．非常勤事務局員・・1 名

○会議の開催
１．定時総会の開催
【日時】２０１３年６月２日（日）
【場所】滋賀県彦根市長曽根南町５５０－２
【出席者】理事３名 正会員１２名 計１５名
【議題】２０１２年度事業報告・決算案、２０１３年度事業計画・予算案

新規役員選任

２．理事会の開催
【第１回理事会】日時：

９月２１日（土）、議題：借入金の発行について

【第２回理事会】日時：１２月２１日（土）、議題：助成金の申請等について

○基本情報
【法人名】NPO 法人エスピロッサ （英文表記：ESPIROSSA）
【事務所】〒５２２－００５５
滋賀県彦根市野瀬町１番１８１号 ゴルフプラザ彦根内
【創立】２００８年４月２５日
【設立】２０１０年９月２４日
【役員】中村 一秋
中西 直之

（理事長）
（理事）

川上 祐司郎 （理事）
野原 直樹

（理事）

榎本 雅之

（理事）

西澤 武彦

（監事）

【顧問】谷口 典隆

○組織図
顧問
総会

理事会

特定非営利活動に係る事業

事務局

事業部門

スポーツクラブ・スクール・教室に関する事業
サッカースクール・アカデミー

監事

エスピロッサＳＣ

Ｊｒ．ユースクラブ

キッズ・社会人

管理部門

生涯卓球教室
陸上ランニング

スポーツ、文化及び健康のイベント、研修会及び講演会に関する事業
ＪＡ東びわこ＆エスピロッサ杯

その他の事業
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2013 年度事業報告書
2013/4/1～2014/3/31
NPO 法人エスピロッサ
〒522-0055 滋賀県彦根市野瀬町１８１－１ ゴルフプラザ彦根内
Tell：070-5503-5118
MAIL：info@espirossa.com

http://espirossa.com
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