
　４月１８日にコミュニティーセンターで平成１９年度の新座地区体協総会が開催され、事業計画、

予算等が承認され、平成１９年度の活動がスタートいたしました。

　総会に先立ち、今年度も優秀選手と長年ラジオ体操を指導下さっている蕪木さんの表彰を行いました。

平成１８年度優秀選手表彰受賞者
①村山　奈穂さん（東小学校　6年生） 新潟県大会　　　　　　　女子 800ｍ　 １位

②越村　亮太さん（十日町中学校　3年生） 新潟県大会　　 　　　男子 3000ｍ　８位入賞
通信陸上　　　　　　　男子 3000ｍ　７位入賞
新潟県駅伝大会　　　　　　 　　　　　７位入賞

③瀧澤　大地さん（十日町中学校　3年生） 新潟県駅伝大会　　　　　　　　　　 　７位入賞

④阿部　駿平さん（十日町中学校　3年生） 新潟県駅伝大会　　　　　　　　　　 　７位入賞

⑤丸山　朋樹さん（十日町中学校　3年生） 新潟県駅伝大会　　　　　　　　　　　 ７位入賞

⑥重野　美帆さん（十日町中学校　2年生） 新潟県1,2年生大会　ジュニアオリンピック交歓会
　　　　　　　　　2年女子走り幅跳び　４位入賞

⑦根津　具隆さん 新潟県インドアソフトテニス大会　　　　　３位

表彰からは漏れてしまいましたが、次の方も優秀な成績を収められました。
　高橋　渉　さん（十日町総合高校　2年生）　　　　インターハイ　スキークロスカントリー　リレー　６位

功労賞　　　蕪木　一夫さん ラジオ体操指導30年に対して

　　　　　　後援会費納入のお願い
　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、ソフトボール大会、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。

しんざ地区
新座・本町７・三和町

だより No.２５
平成１９年５月１５日

十日町市新座地区体育協会



平成１８年度新座地区体協事業報告  
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　４日　　新座地区対抗親善ソフトボール大会
  　　　　  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
  　　　　  ９月　５日　　臨時執行部会
　　　　　　９月２０日　　臨時理事会　
　　　　　　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 第２４号体協だより発行
　　　　　１０月２２日　　新座公民館まつりタイアップ行事 体力測定
　　　　　　　　　　　　　新座対７丁目三和町野球対抗戦
  　　　　１１月　３日    七和会館まつりタイアップ行事 体力測定
  　　　　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１９日　　新座地区民レクリエーションフェスティバル
  　　　　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１７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２０日    第２８回新雪ジョギングマラソン大会反省慰労会
　　　　　　１月２４日    十日町市体育協会新年会
 　　　　   ２月２５日    第４回執行部会
　　　　　　３月１５日　　第４回理事会
　　　　　　３月２４日    会計監査

平成１８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 ８２，４３８ ８２，４３８ ０
会 費 ５６，０００ ５５，０００ △ １，０００ 新座ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ 6,500 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  4,000 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 ２５０，０００ ２９２，０００ ４２，０００ １区 　47,500 ２区　 39,000
３区  48,000 ４区　 65,000
７-１ 32,500 ７-２　40,000
三和町 20,000

補助金 １００，０００ １２５，０００ ２５，０００ 振興会 100,000 市体協 25,000
諸収入 ５６２ ６，１１３ ５，４５５ 総会祝儀 6,000 利息 113
合 計 ４８９，０００ ５６０，５５１ ７１，４５５

（収出の部）
項　目 予　算　額 決　算　額 増 減 摘　 　要

事 業 費 ６４，１２２ ６９，１６６ ５，０４４ 新雪ﾏﾗｿﾝ大会 60,000 講習会  2,196
ｸﾘｰﾝ作戦    2,675 ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ春大会 4,295

補 助 金 １８０，０００ １７８，０００ △ ２，０００ 新座ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ 21,000 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 16,000 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 ３０，０００ ２５，０００ △ ５，０００ ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰ  6,500 ﾃﾆｽ   3,000
ﾊﾞﾄﾐﾝﾄﾝ   6,500 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ　2,500
ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ  6,500

事 務 局 費 ８０，０００ ５６，０７７ ２６，９２３ 印刷費     16,077 市体育祭　　15,000
地区体協会議 8,000 振興会忘年会 4,000
市体協新年会 10,000 事務局費　3,000

会議費 ３０，０００ １９，０９０ △１０，９１０ 総会  9,790 監査会  9,300
分担金 　６，０００ ６，０００ ０ 市体協
育成費 ４０，０００ ４０，０００ ０ 少年野球 
奨励費 ２０，０００ ２０，０００ ０
予備費 ３８，８７８ ０ △３８，８７８
合 計 ４８９，０００ ４１３，３３３ △７８，６６７

収入合計 支出合計 差引残高
５６０，５５１円－ ４１３，３３３ 円 ＝　１４７，２１８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１９年３月２４日　　　監事江口 正明　㊞
曽根 健一　㊞



平成１９年度新座地区体協事業計画
平成１９年　４月１８日　　平成１９年度新座体協総会
  　　　　  ４月２５日    第２５号体協だより発行
  　　　　  ５月　８日    第１回執行部会
  　　　　  　　　　　　　第１回理事会 
　　　　　　　　　　　　　　第２９回新雪ジョギングマラソン大会計画について
　　　　　　　　　　　　　　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２０日    新座体協春季クリーン大作戦
　　　　　　６月　３日　　新座地区対抗親善ソフトボール大会
  　　　　  ６月　９日    救急法講習会 　　　　　
 　　　　   ８月　９日    第２回執行部会
　　　　　　          　　第２回理事会
　　　　　　　　　　　　　　第２９回新雪ジョギングマラソン大会計画について
　　　　　　　　　　　　　　第２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（体力測定）計画について
  　　　　  ８月２５日    第２６号体協だより発行
　　　　　　９月２３日    第２９回新雪ジョギングマラソン大会申込書発送作業
　　　　　１０月  ８日　　第４１回市民スポーツ大会
　　　　　　　　　　　　　第３７回十日町市体育祭
  　　　　１０月１４日    新座体協秋季クリーン大作戦
　　　　　１０月２１日　　公民館まつりタイアップ行事 体力測定
　　　　　　　　　　　　　新座対７丁目三和町野球対抗戦
  　　　　１０月２５日    第２７号体協だより発行
　　　　　１１月　３日    七和会館まつりタイアップ行事 体力測定
  　　　　１１月  ６日    第３回執行部会
　　　　　　　　　　　    第３回理事会
　　　　　              　　第２９回新雪ジョギングマラソン大会合同打合会
　　　　　　　　　　　　　　第２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
　　　　　１１月１８日　　新座地区民レクリエーションフェスティバル
  　　　　１１月３０日 　 第２９回新雪ジョギングマラソン大会申し込み〆切
  　　　　１２月　９日    第２９回新雪ジョギングマラソン大会準備作業
  　　　　１２月３０日    第２９回新雪ジョギングマラソン大会準備作業
平成２０年  １月　２日　  第２９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１９日    第２８回新雪ジョギングマラソン大会反省慰労会
 　　　　   ２月２０日    第４回執行部会
  　　　　  ２月２５日    第２８号体協だより発行
　　　　　　３月　８日　　第４回理事会
　　　　　　　　　　　　　　平成２０年度総会の議案について
　　　　　　３月    日    会計監査

平成１９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 １４７，２１８ ８２，４３８
会 費 ５６，０００ ５５，０００ 500円 × 108人 　1,000円 × 2人

後 援 会 費 ２８０，０００ ２９２，０００ 500円 × 560戸
補助金 １２５，０００ １２５，０００ 振興会 100,000 市体協 25,000
諸収入 ７８２ ６，０１７ 利息他
合 計 ６０９，０００ ５６０，４５５

（収出の部）
項　目 予　算　額 決　算　額 摘　 　要

事 業 費 ８５ ，０００ ６９，１６６ 新雪ﾏﾗｿﾝ大会 60,000 講習会  2,200
ｸﾘｰﾝ作戦    2,500 野球大会　5,000
ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ大会 5,000 地区民ﾚｸﾚｰｼｮﾝ 10,000

補 助 金 １８０，０００ １７８，０００ 8,000 × 9ｸﾗﾌﾞ＋(1,000円 × 106人)
大会参加費 ３０，０００ ２５，０００
事 務 費 ６０，０００ ５６，０７７ 印刷費     20,000 市体育祭   15,000

市体協新年会 10,000 その他 　 15,000
会議費 ２５，０００ １９，０９０ 総会他
分担金 ６，０００ ６，０００ 市体協
育成費 ３０，０００ ４０，０００ 少年野球 
奨励費 ２０，０００ ２０，０００
予備費 １７３，０００ ０
合 計 ６０９，０００ ４１３，３３３

収入合計 支出合計 差引残高
６０９，０００円－ ６０９，０００ 円 ＝　０円



平成１９年度新座体育協会役員名簿

会　長 （総会） 根津　貞夫 （1区） 757-6710
副会長 （事業） ◎村山　太一 （2区） 757-2337

（市体協理事・地区大会） 中島　昭夫 （3区） 752-3326
（広報･マラソン） 滝沢　正晴 （7-2） 757-9270
（事業･地区大会） 桑原　英樹 （4区） 757-9909
（総会・振興会） 西野　良昭 （1区） 752-6667
（総会・振興会） 遠藤　昭一 （2区） 757-8156

理事長 保坂　征夫 （2区） 757-3878
副理事長 大島　　進 （2区） 752-3246

桑原　浩明 （7-1） 757-4341
事務局 （全般） 越井　範行 （3区） 757-4891

（広報） 関田　　修 （2区） 757-1236
（会計） ◎村山　　修 （7-1） 752-6643
（マラソン） ◎若月　新作 （7-2） 757-6233

監　事 江口　正明 （1区） 752-3552
曽根　健一 （4区） 757-1788

理　事 新座野球 庭野　昭夫 （4区） 757-5542
中島　純一 （2区） 757-2170

7丁目野球 大島　直哉 （7-1） 757-1551
ソフトボール
ソフトテニス 村山　敏夫 （2区） 757-4884
マラソン 越村　政巳 （2区） 757-2633
バドミントン 越村　　靖 （2区） 757-5961
卓　球 中島　　茂 （2区） 752-3428
少年野球 金高　光春 （1区） 757-2766

桑原　浩明 （7-1） 757-4341
ゲートボール 保坂　三郎 （2区） 757-3878
七和クラブ 大津　昭作 （7-2） 757-9355
体　操 保坂　征夫 （2区） 757-3878
バレーボール 保坂　洋一 （4区） 757-1322
ソフトバレーボール 高橋　藤子 （4区） 752-2004

村山　フク （2区） 757-2140
大好きソフトバレー 永井　京子 （4区） 752-5149

高橋　洋一 （4区） 757-5328
1　区 ◎池田　郁彦 （1区） 757-2609

中島　國雄 （1区） 757-8629
2　区 関田　　修 （2区） 757-1326

◎村山　晴男 （2区） 757-6758
3　区 ◎江村　新一 （3区） 757-4940

曽根　　勉 （3区） 752-6510
4　区 ◎正野　健一 （4区） 757-9439

小堺　堅ニ （4区） 757-5006
◎小海　正志 （4区）

７－１

７－２

三和町 ◎波形　和弘 757-5706
水落　　晃 757-2726

顧　問 柳　　邦男 （4区） 757-3998
庭野　政義 （7-1） 757-1663
大久保　善雄 （1区） 757-8638

※　◎印は各区代表理事

～ 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！



平成 19 年 5 月 吉日 

新座地区ソフトボ－ル大会のご案内 

主催：新座地区体育協会 

 

風かおるさわやかな季節を迎えました。皆様におかれましてはご健勝のこととお慶

び申し上げます。 

また、日頃は、体協活動に対しまして暖かなご支援・ご協力を頂きまして、重ねて

厚く御礼申し上げます。 

さて、この度体協では、スポ－ツを通しての地域交流・振興を目的とした新座・7

丁目の地区対抗でのソフトボ－ル大会を開催することになりました。 

 男女や年齢に関係なく誰でも楽しめる競技です。何かとお忙しい時期とは思います

が、奮ってご参加いただけますよう、お願い並びにご案内を申し上げます。 

 

--------------------------------- 記 ------------------------------------ 

 

【開催日】 ６月３日（日）  

【場 所】 十日町中学校グランド 

【時 間】  

集 合  ： 8 時 50 分 

開会式  ： 9 時 ～ 

試合開始 ： 9 時 15 分～ 

    各地区対抗戦で勝っても負けても２試合を戦い、勝点と得失点差

で順位が決まります。 

（組み合わせは後日決定） 

     

【参加申し込み 及び お問い合わせ先】 

地区ごとに下記の方までお願いいたします。 

         １区     ： 阿部 伸一 様 

         ２区     ： 大島  進 様 

         ３区     ： 中島 昭夫 様 

         ４区     ： 高橋 洋一 様 

         ７丁目三和町 ： 桑原 浩明 様 

 

＊試合終了後、コミュニティ－センタ－で慰労会を予定しております。 

 

 


