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平成２７年度の新座地区体協総会が４月５日にコミュニティーセンターで開催されました。

役員人事と事業計画、予算等が承認され、新体制で平成２７年度の活動がスタートいたしました。

2222７７７７年度年度年度年度スタートにスタートにスタートにスタートに向向向向けてけてけてけて 新座地区体育協会

会長 桑原英樹
平成27年度のスタートにあたり御挨拶申し上げます。

26年度の諸活動に対し、各地区の皆様より格段のご協力を頂き誠にありがとうございました。

お陰をもちまして各スポーツ団体の大会参加も計画どおり実施され好成績をおさめることができました。

また、地域の子供達や女性の方の参加できるよう、春と秋の2回実施しているレクリエーションフェスティ

バルにも多くの皆さんから参加して頂き皆が心地よい汗を流し親睦を深めることができました。そして大

イベントであります、新雪ジョギングマラソンに対しましても年始の大切な時間を犠牲にして多くの方々

より御協力を頂きましたことに重ねて御礼を申し上げます。

さて、先般の総会におきまして27年度の事業計画を承認して頂きました。

今年度も多くの皆さんから集っていただけるような内容にしていきたいと思いますのでますますの事業へ

の参加とご協力をお願いします。地域住民すべての人が健康促進出来ますよう役員全員で取り組んでまい

りますのでよろしくお願い申し上げます。

後援会費納入後援会費納入後援会費納入後援会費納入のおのおのおのお願願願願いいいい
例年、新座地区体育協会に対するご理解とご協力に対し心より御礼申し上げます。

昨年度は、沢山の浄財をいただきまことにありがとう御座いました。

今年も救急法の講習会、クリーン大作戦、春季・秋季レクレーションフェスティバル、新雪ジョ

ギングマラソン大会等の行事を計画し、少しでも地域の皆様のお役に立つ活動をと知恵を出し合っ

ています。

皆様からもよいお知恵やご意見がありましたらどうぞお寄せ下さい。

本年度も、体協役員が後援会費（各戸500円）をいただきに回りますので、

ご協力よろしくお願いいたします。

会 長 桑原 英樹 （4-1区）

副会長（市体協理事）樋熊 一茂 （2区）

高橋 洋一 （4-1区）

波形 和弘 （三和町）

理事長 根津 具隆 （1区）

副理事長 村山 豊和 （2区）

福原 正幸 （3区）

村山 浩 （7-1）

事務局（全般） 越井 範行 （3区）

（広報） 関田 修 （2区）

（会計） 保坂 洋一 （4-2区）

監 事 庭野 秀幸 （2区）

大津 敏和 （三和町）

顧 問 遠藤 昭一（2区） 新座地区振興会長

庭野 政義（7-1） 七和地区振興会長

理 事 振興会 重野 幸平 （4-1区）

新座野球 星野 和彦 （4-1区）

７丁目野球 庭野 康 （三和町）

ソフトテニス 大久保 強 （1区）

マラソン 越村 政巳 （2区）

バドミントン 越村 靖 （2区）

卓 球 中島 茂 （2区）

少年野球 E-Rex 伊藤 大介 （2区）

ゲートボール 中島 幸雄 （2区）

七和クラブ 高橋 健一 （7-2）

体 操 保坂 征夫 （2区）

バレーボール 保坂 洋一 （4-2区）

１ 区 ◎関口 年久 （1区）

池田 達真 （1区）

２ 区 ◎村山 明徳 （2区）

佐藤 和宏 （2区）

３ 区 ◎曽根 勉 （3区）

４ 区 ◎大島 仁 （4-2区）

徳永 真二 （4-1区）

７－１ ◎ （7-1）

７－２ ◎吉田 悟 （7-2）

三和町 ◎波形 和弘 （三和町）

佐藤 栄司 （三和町）

渡辺 祐輔 （三和町）
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平成２７年５月２５日



【収入の部】

項目 予算額 決算額

繰越金 143,342 143,342

第１区 50,000 第２区 40,000

第３区 40,000 第４区 65,000

本町７ 57,250 三和町 23,000

新座地区振興会 60,000 七和地区振興会 40,000

市体協活動分配金

31,000

地域協議会(ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ)

50,000

大会慰労会費 60,000 49,000 ▲ 11,000 ソフトボール大会 30,000 ソフトバレー大会 19,000

諸収入 658 28 ▲ 630 預金利息(12+16) 28

合計 656,000 648,620 ▲ 7,380

【支出の部】

項目 予算額 決算額

クリーン作戦 5,660 公民館祭り 4,968

ソフトボール大会 71,361 ソフトバレー大会 69,824

卓球ｸﾗﾌﾞ 7,500 ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰ大好き会 15,000

七和ｸﾗﾌﾞ 15,000

新座叡新会ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ

15,000

新座ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 15,000 ﾏﾗｿﾝｸﾗﾌﾞ 15,000

新座野球ｸﾗﾌﾞ 15,000

親善ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ 6,500 ソフトテニス 3,000

親善野球 6,500

コピー代金 6,950 体協だより 7,603

地区体協打合会 10,000 体育祭 15,000

理事会補助 8,000 体協新年会 15,000

市役員会 5,000 事務会計活動費 20,000

事務文具 2,572

会議費 30,000 20,454 ▲ 9,546 監査会 11,000 総会 9,454

分担金 6,105 6,108 3

十日町市体育協会

6,108

育成費 30,000 30,000 0 Ｅ－Ｒｅｘ 30,000

奨励費 20,000 23,400 3,400 表彰盾 23,400

予備費 74,395 0 ▲ 74,395

合計 656,000 435,400 ▲ 220,600

648,620

648,620648,620

648,620

（収入合計）

- 435,400

435,400435,400

435,400

（支出合計）　　　＝

213,220

213,220213,220

213,220

（次年度繰越金）

監事

監事

上記監査の結果、帳票・帳簿ともに正確であると認めます。

平成　２７年　　４月　３日

　庭野　秀幸　　㊞　

　大津　敏和　　㊞　

事務局費 100,000 90,125 ▲ 9,875

平成２６年度新座地区体育協会決算報告書（平成26年4月1日～平成27年3月31日）

増減（▲は減） 適　　　　　　用

大会参加費 50,000 16,000 ▲ 34,000

補助金 112,500 97,500 ▲ 15,000

補助金 162,000 181,000 19,000

後援会費 290,000 275,250 ▲ 14,750

適　　　　　　用

事業費 233,000 151,813 ▲ 81,187

増減（▲は減）

平成２６年度新座地区体協事業報告

平成２６年度新座地区体協事業報告平成２６年度新座地区体協事業報告

平成２６年度新座地区体協事業報告

平成２６年 ４月１１日 平成２６年度新座体協総会

４月２１日 第１回執行部会

年間活動計画決定

５月 ８日 第１回理事会

平成２６年度新座体協の活動方針について

平成２６年度活動細部計画・役割分担について

第３６回新雪ジョギングマラソン大会計画（実行委員会準備）について

第５回市民ラジオ体操について

春季クリーン大作戦・救急法講習会計画について

新座地区ソフトボール大会について

５月１１日 新座体協春季クリーン大作戦 25

５月１７日 地区体協打ち合わせ会

５月１８日 春季新座地区民レクリエーションフェスティバル

ソフトボール大会 十日町中学校 グランド

６月 ６日 救急法講習会 新座コミュニティーセンター

６月 ８日 地区体育協会対抗親善バレーボール大会 参加せず

７月 ６日 地区体育協会対抗親善ソフトボール大会

８月 ６日 第５回市民ラジオ体操 新座 大29 小79 七 大10 小33 計 151

９月２０日 第２回理事会

第３６回新雪ジョギングマラソン大会計画について

第９回新座地区民レクリエーションフェスティバル計画について

秋季クリーン大作戦計画について

タイアップ行事計画について

９月２３日 地区体育協会対抗親善野球大会

１０月１２日 第１０回市民スポーツ大会

第１０回十日町市体育祭

１０月１２日 新座体協秋季クリーン大作戦 22

１０月２６日 公民館まつりタイアップ行事

１１月 ９日 世田谷マラソン交流事業 参加中止

１１月３０日 秋季新座地区民レクリエーションフェスティバル

ソフトバレーボール大会 十日町中学校 体育館

１１月３０日 地区体育協会対抗親善バドミントン大会 参加せず

平成２７年 １月 ２日 第３６回新雪ジョギングマラソン大会 十日町中学校 体育館

１月１８日 第３６回新雪ジョギングマラソン大会反省慰労会

１月２０日 十日町市体育協会新年会

３月１４日 第２回執行部会

３月２３日 第３回理事会

平成２７年度総会の議案について



【収入の部】

項目 予算額 決算額

繰越金 213,220 143,342

第１区 第２区 第３区 第４区

本町7-1 本町7-2 三和町

補助金 210,000 181,000

新座地区振興会 七和地区振興会

十日町東地域協議会

市体協活動分配金

大会慰労会費 50,000 49,000 親善ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ 親善野球 親善ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ 親善ﾊﾞﾄﾐﾝﾄﾝ

諸収入 280 28

預金利息その他

合計 748,500 648,620

【支出の部】

項目 予算額 決算額

クリーン作戦 5,000 救急法 10,000

ソフトボール大会

100,000 公民館祭り 10,000

ソフトバレー大会

100,000

新雪マラソン大会

40,000

補助金 82,500 97,500

大会参加費 30,000 16,000

事務局費 100,000 90,125

会議費 25,000 20,454

分担金 6,108 6,108

十日町市体育協会

育成費 30,000 30,000 Ｅ－Ｒｅｘ

奨励費 25,000 23,400

予備費 184,892 0

合計 748,500 435,400

１区・２区・３区

４区・七和

　　　５月１７日　　春季新座地区民レクリエーションフェスティバル

印刷代・体協だより・市体育祭・市体協新年会・事務局費・その他

総会・その他

平成２７年度新座地区体育協会予算書

摘　　　　　　要

後援会費 275,000 275,250

事業費

1クラブ(5名以下)×7500円+5クラブ(6名以上)×15000

摘　　　　　　要

265,000 151,813

平成

平成平成

平成２７

２７２７

２７年度新座地区体協事業計画

年度新座地区体協事業計画年度新座地区体協事業計画

年度新座地区体協事業計画

平成２７年 ４月 ５日 平成２７年度新座体協総会

４月２０日 第１回執行部会

年間活動計画決定

５月 ７日 第１回理事会

平成２７年度新座体協の活動方針について

平成２７年度活動細部計画・役割分担について

第３７回新雪ジョギングマラソン大会計画（実行委員会準備）について

第６回市民ラジオ体操について

クリーン大作戦・救急法講習会計画について

新座地区ソフトボール大会について

５月１５日 地区体協打ち合わせ会

５月１７日 春季新座地区民レクリエーションフェスティバル

ソフトボール大会 十日町中学校 グランド

６月 ５日 救急法講習会 新座コミュニティーセンター

６月 ７日 城山グリーンウォーク

６月 ７日 地区体育協会対抗親善バレーボール大会

７月 ５日 地区体育協会対抗親善ソフトボール大会

７月１０日 ラジオ体操教室

７月１２日 新座体協クリーン大作戦

８月 ５日 第６回市民ラジオ体操 （NHKラジオ体操になるか）

９月１９日 第２回理事会

第３７回新雪ジョギングマラソン大会計画について

第１０回新座地区民レクリエーションフェスティバル計画について

タイアップ行事計画について

９月２３日 地区体育協会対抗親善野球大会

１０月１１日 第１１回市民スポーツ大会

第１１回十日町市体育祭

１０月２５日 公民館まつりタイアップ行事

１１月 ８日 世田谷マラソン交流事業

１１月２９日 秋季新座地区民レクリエーションフェスティバル

ソフトバレーボール大会 十日町中学校 体育館

１１月２９日 地区体育協会対抗親善バドミントン大会

平成２８年 １月 ２日 第３７回新雪ジョギングマラソン大会 十日町中学校 体育館

１月１７日 第３７回新雪ジョギングマラソン大会反省慰労会

１月１９日 十日町市体育協会新年会

３月１２日 第２回執行部会

～各クラブより

各クラブより各クラブより

各クラブより～

あなたの参加(加入)をお待ちしてますので、気楽に連絡下さい！



1 伊藤 蓮 さん（東小学校 6年生 ２区） E-Rex メンバー

2 樋口慶人 さん（東小学校 6年生 ４区） E-Rex メンバー

3 大渕昂平 さん（東小学校 5年生 ４区） E-Rex メンバー

十日町市長杯 優勝

4 樋熊栞汰 さん（東小学校 6年生 2区）

市民スキー大会 大回転 6年生の部 優勝

中越学童アルペンスキー大会 準優勝

E-Rex メンバー

5 樋熊柊汰 さん（東小学校 4年生 2区）

市民スキー大会 大回転 4年生の部 優勝

中越学童アルペンスキー大会 準優勝

E-Rex メンバー

6 関口友太 さん（東小学校 6年生 三和町）

郡市親善陸上大会 6年男子 1500ｍ 優勝

小学生クロスカントリー大会 県大会十日町チーム 優勝

7 越村心音 さん（十日町中学校 3年生 ４-２）

陸上中学校県大会 女子走り高飛び 優勝

8 小池萌々 さん（十日町中学校 ３年生 三和町）

中学校スキー県大会 女子リレー ７位

9 恩田詩緒梨さん（十日町中学校 ３年生 ４-２）

中学校スキー県大会 女子リレー ７位

10 中島千恵子 さん（2区）

新潟県卓球連名主催 県ラージボール大会 50歳代 優勝

＊学校･学年は平成26年度

平成２６年度優秀選手表彰受賞者平成２６年度優秀選手表彰受賞者平成２６年度優秀選手表彰受賞者平成２６年度優秀選手表彰受賞者
総会に先立ち、昨年度活躍された方々の表彰を行いました。おめでとうございます！


