
○すこやか健康づくりは地域の仲間と！

○明日の夢に向かってスポーツ振興を！

○明るいまちづくりボランティア活動も！

しんざ地区
新座・本町７・三和町

だより
No.２３

平成１８年５月１４日
十日町市新座地区体育協会

　　　　　　　１８年度スタートに向けて
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新座地区体育協会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会長　根津貞夫

　地域の皆様方には、日頃から体育協会の活動に、ご理解とご支援
を頂き厚く御礼申し上げます。
「皆さん お元気ですか！」健康な身体は素晴らしい財産です。
地区体協の目標「健康づくり」と「青少年育成」をスポーツを通し
て、サポートしてゆくこだと思います。
　少年野球への支援はもちろんの事、スポーツを通して活躍された
地域の子供達を褒章、昨年度は１０名の該当「地域の宝」へ熱い期
待をしながら対応しております。各クラブの活動をサポートし、年
間通して、いい汗を流す事が出来ます。
　体力測定で自分の健康度をチェック、もしやの時の対応に日赤の
ご協力により、救急法の講習会も毎年実施。こうした活動金に皆様
からの後援会費を有効に活用させて頂いております。
　先日の総会で、もう一期続投する事となりました。今年も本気で
取組みますので、ご協力と後援会への入金を何卒宜しくお願い申し
上げます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～ お 知 ら せ ～

５月２１日 新座体協春季クリーン大作戦　（５時５０ コミュニティー前集合）
６月１０日 救急法講習会　（１９時３０より 七和会館）



平成１７年度新座地区体協事業報告  
平成１７年 ４月１９日 平成１７年度新座体協総会  ３８名出席

４月２５日 第２０号体協だより発行
５月１０日 第１回執行部会 ７名出席
５月２０日 第１回理事会 １６名出席
５月２２日 新座体協春季クリーン大作戦 ３５名参加
５月２５日 第３回チャレンジデー参加（中止）
６月１０日 救急法講習会 １６名参加
７月　８日 第２回執行部会 　第２回理事会 １５名出席
９月１８日 第２７回新雪ジョギングマラソン大会申込書発送作業

１０月１０日 第３９回市民スポーツ大会 　第３５回十日町市体育祭
１０月２３日 新座体協秋季クリーン大作戦 ３０名参加

公民館まつりタイアップ事業 体力測定実施 ４０名参加
１１月　３日 七和会館まつりタイアップ事業 体力測定実施 ２０名参加
１１月　８日 第３回執行部会    第３回理事会

第２７回新雪ジョギングマラソン大会合同打合会 ３１名出席
１１月３０日 第２７回新雪ジョギングマラソン大会申し込み〆切
１２月１１日 第２７回新雪ジョギングマラソン大会準備作業
１２月３０日 第２７回新雪ジョギングマラソン大会準備作業

平成１８年 １月　２日 第２７回新雪ジョギングマラソン大会
１月２０日 十日町市体育協会新年会 ２名出席
１月２１日 第２７回新雪ジョギングマラソン大会反省慰労会 ２０名参加
２月１０日 第２１号体協だより発行
２月２４日 第４回執行部会 １１名出席
３月１８日 第４回理事会 １６名出席
３月２５日 第２２号体協だより発行
４月　２日 会計監査

平成１７年度新座地区体協決算報告書
（収入の部）
項　目 予　算　額 決　算 額 増 減 摘　 　要
繰 越 金 ８５，７２８ ８５，７２８ ０
会 費 ５５，０００ ５６，５００ １，５００ 新座ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ 7,000 七和ｸﾗﾌﾞ    7,500

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ  5,500 野球ｸﾗﾌﾞ    8,000
少年野球     2,000 ﾏﾗｿﾝｸﾗﾌﾞ    10,000
ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰｸﾗﾌﾞ  5,000 ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ      6,500
卓球ｸﾗﾌﾞ     1,500 大好きｿﾌﾄﾊﾞﾚｰ 3,500

後 援 会 費 ２５０，０００ ２６９，０００ １９，０００ １区 　47,500 ２区　 39,000
３区  48,500 ４区　 65,000
７-１ 22,000 ７-２　27,000
三和町 20,000

補助金 １００，０００ １３７，０００ ３７，０００ 振興会 100,000 市体協 27,000
ｼﾞｭﾆｱ 育成費 10,000

諸収入 ２７２ ３，０００ ２，７２８ 総会祝儀
合 計 ４９１，０００ ５５１，２２８ ６０，２２８

（収出の部）
項　目 予　算　額 決　算 額 増 減 摘　 　要
事 業 費 ６５，１７２ ６４，１２２ △ １，０５０ 新雪ﾏﾗｿﾝ大会 60,000

ｸﾘｰﾝ作戦    2,100 講習会  2,022
補 助 金 １８０，０００ １８１，０００ １，０００ 新座ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ 22,000 七和ｸﾗﾌﾞ  23,000

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ 19,000 野球ｸﾗﾌﾞ  24,000
ﾏﾗｿﾝｸﾗﾌﾞ  28,000

ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰｸﾗﾌﾞ 18,000 ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ   21,000
卓球ｸﾗﾌﾞ    11,000 大好きｿﾌﾄﾊﾞﾚｰ15,000

大会参加費 ２０，０００ ２８，５００ ８，５００ ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰｸﾗﾌﾞ  4,000 ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ   3,000
ﾏﾗｿﾝｸﾗﾌﾞ    2,000 ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰｸﾗﾌﾞ 6,500
ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ  6,500 ﾊﾞﾄﾐﾝﾄﾝ   6,500

事 務 局 費 ８０，０００ ８２，８５８ ２，８５８ 印刷費     22,858 市体育祭     15,000
地区体協会議 8,000 市体協理事会 10,000
市体協新年会 10,000 公民館まつり  3,000
振興会忘年会 4,000 新市体協協議会10,000

会議費 ３０，０００ ２６，７８０ △ ３，２２０ 総会  16,630 監査会  10,150
分担金 ３６，０００ ３６，０００ ０ 市体協
育成費 ３０，０００ ３０，０００ ０ 少年野球 
奨励費 ２０，０００ １９，５３０ △ 　　４７０ １０名分
予備費 ２９，８２８ ０ △２９，８２８
合 計 ４９１，０００ ４６８，７９０ △２２，２１０

収入合計 支出合計 差引残高
５５１，２２８円－ ４６８，７９０ 円 ＝　８２，４３８円

　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１８年４月２日　　　監事 駒形 弘之　㊞
福原 正幸　㊞



平成１８年度新座地区体協事業計画
平成１８年 ４月１８日 平成１８年度新座体協総会  

５月１０日 第１回執行部会 　第１回理事会
５月１４日 第２３号体協だより発行
５月２１日 新座体協春季クリーン大作戦
６月１０日 救急法講習会
８月１０日 第２回執行部会 　第２回理事会
８月２５日 第２４号体協だより発行
９月２４日 第２８回新雪ジョギングマラソン大会申込書発送作業

１０月　９日 第４０回市民スポーツ大会 　第３６回十日町市体育祭
１０月１５日 新座体協秋季クリーン大作戦
１０月２２日 公民館まつりタイアップ事業 体力測定実施
１０月２５日 第２５号体協だより発行
１１月　３日 七和会館まつりタイアップ事業 体力測定実施
１１月　８日 第３回執行部会    第３回理事会

第２８回新雪ジョギングマラソン大会合同打合会
１１月３０日 第２８回新雪ジョギングマラソン大会申し込み〆切
１２月１０日 第２８回新雪ジョギングマラソン大会準備作業
１２月３０日 第２８回新雪ジョギングマラソン大会準備作業

平成１９年 １月　２日 第２８回新雪ジョギングマラソン大会
１月　　日 十日町市体育協会新年会
１月２０日 第２８回新雪ジョギングマラソン大会反省慰労会
２月２２日 第４回執行部会
２月２５日 第２６号体協だより発行
３月１５日 第４回理事会
３月　　日 会計監査

平成１８年度新座地区体協予算書
（収入の部）
項　目 予　算　額 前年度決算額 摘　 　要
繰 越 金 ８２，４８３ ８５，７２８
会 費 ５６，０００ ５６，５００ 500 × 108人 　2 × 1,000
後 援会費 ２５０，０００ ２６９，０００ 500 × 500戸
補助金 １００，０００ １３７，０００ 振興会 100,000 市体協 27,000

ｼﾞｭﾆｱ育成費 10,000
諸収入 ５６２ ３，０００ 利息他
合 計 ４８９，０００ ５５１，２２８

（収出の部）
項　目 予　算　額 決　算　額 摘　 　要
事 業 費 ６４，１２２ ６４，１２２ 新雪ﾏﾗｿﾝ大会 60,000

ｸﾘｰﾝ作戦    2,100 講習会  2,022
補 助 金 １８０，０００ １８１，０００ 8,000 × 9ｸﾗﾌﾞ＋(1,000 × 108人)
大会参加費 ３０，０００ ２８，５００
事 務 費 ８０，０００ ８２，８５８ 印刷費     20,000 市体育祭   15,000

市体協新年会 15,000 その他 　 30,000
会議費 ３０，０００ ２６，７８０ 総会
分担金 ６，０００ ３６，０００ 市体協
育成費 ４０，０００ ３０，０００ 少年野球 
奨励費 ２０，０００ １９，５３０
予備費 ３８，８７８ ０
合 計 ４８９，０００ ４６８，７９０

収入合計 支出合計 差引残高
４８９，０００円－ ４８９，０００ 円 ＝　０円

　　私たちの地区後援会のご支援で、
　　　　　地区体協の活動が支えられています。

後援会費は各戸 500円 集金させて頂きますので、
よろしくお願いします。

　　　　　　　　　　　　６月１８日　第３６回地区体育協会親善バレーボール大会（市民体育館）
　　　　　　　　　　　　７月　９日　第１回地区対抗ソフトボール大会（南中グランド）
親善試合日程　　　８月２０日　第３５回地区体育協会親善野球大会（信濃川河川敷）
　　　　　　　　　　　　９月１０日　地区体育協会親善ソフトテニス大会（サンスポーツランド）
　　　　　　　　　　　１１月　５日　第７回地区体育協会親善バトミントン大会（市民体育館）



（１） 村山　奈穂さん （５年） 県ジュニア陸上大会 ８００ｍ １位
２’３８”１７（大会新記録）

（２） 星名　青葉さん （６年） 県ジュニア陸上大会 ８００ｍ ８位
（３） 村山　千咲さん （６年） 県ジュニア陸上大会 走り幅跳び ２位
（４） 小川　良貴さん （３年） 中学校野球北信越大会 ３位
（５） 庭野　史也さん （３年） 中学校野球北信越大会 ３位
（６） 武居　直人さん （３年） 中学校野球北信越大会 ３位
（７） 樋熊　利亘さん （３年） 中学校野球北信越大会 ３位
（８） 保坂　美紀さん （３年） 中学校通信陸上大会 ８００ｍ ５位

県中学校スキー大会 ３ｋクラシカル ２位
３ｋフリー ３位
リレー ３位

全国中学校スキー大会 ３ｋクラシカル ７位
３ｋフリー １０位
リレー 優勝

（９） 重野　美帆さん （１年） 県ジュニア陸上大会 走り幅跳び ２位
県陸上１，２年生大会 走り幅跳び ８位

（１０） 村山　雄大さん （１年） 県陸上１，２年生大会 １００ｍハードル ２位

平成１８年度体協役員　（敬称略）
会　　長 根津　貞夫　（１区）

副 会 長 村山　太一　（２区） 桑原　英樹　（４区）
中島　昭夫　（３区） 西野　良昭　（１区）
滝沢　正晴　（７-２） 遠藤　昭一　（２区）

理 事 長 保坂　征夫　（２区）

副理事長 大島　　進　（２区）

事 務 局　 越井　範行　（３区） 若月　新作　（７-２）
（会計） 村山　　修　（７-１） 関田　　修　（２区）

監　　事　 江口　正明　（１区） 曽根　健一　（４区）

顧　　問　 庭野　政義　（７-１） 柳　　邦男　（４区）
大久保善雄　（１区）

地域の若い力が育っています！

平成１７年度優秀選手表彰受賞者

☆ クラブ紹介 ☆
あなたの
参加(加入)を
お待ちしてます

新座叡新会 七和クラブ

ソフトボールクラブ

新座野球

マラソンクラブ

テニスクラブ

卓球クラブ

大好きソフトバレー

少年野球クラブ

７丁目野球

バトミントン

ソフトバレークラブ

     ～ 問合せ ～
根津貞夫（757-6710）まで

各クラブ理事の方はホームページや体協だよりにクラブ紹介を掲載しますので、
原稿を８月１０の理事会に提出するか、下記アドレスにメール（写真添付可）下さい。

taikyou@sinza.info


