
平成２３年度新座体育協会役員名簿 

しんざ地区
新座・本町７・三和町

だより No.３１
平成２３年５月２５日

十日町市新座地区体育協会

　平成２３年度の新座地区体協総会が４月１１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、平成２３年度の活動がスタートいたしました。
　●基本方針　１．地区住民の健康増進とコミュニケーションの推進。
　　　　　　　２．各種大会への積極的参加。　３．各クラブ活動の普及と充実。
　　　　　　　４．第３３回新雪ジョギングマラソン大会の推進。

　　　　　　　2３年度スタートに向けて　　　新座地区体育協会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会長　村山太一

　今年１月の豪雪が一息ついたと思ったら、３.11東日本大震災、3.12長野北部
地震と今まで経験した事のない災害に見舞われました。震災にあわれた地域の皆
様には心よりお見舞い申しあげますと共に、一日でも早い復旧と復興をお祈りい
たします。被災者の方の言葉の中で「人とのふれあい、絆の大切さを改めて痛感
しました」との報道がなされています。新座体協としても各種大会、行事に大勢
の皆さまから参加していただき、人と人のふれあい、コミュニケーションの大切
さを再確認していただけたらと思います。健康で明るい地域作りに更なるご理解
とご協力をお願いいたします。

　　　　　　　　　　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。
一括で取りまとめ頂いている地区もあり、ご支援まことにありがとうございます。

会　長 （総務）　　　　　  　　村山　太一 （2区）
副会長 （マラソン）  　　　　　越村　政巳 （2区）
 　　　（事業）  　　　　　　　桑原　英樹 （4区）
 　　　（市体協理事・地区大会）庭野　昭夫 （4区）
参　与 （総務・振興会）　　　　西野　良昭 （1区）
 　　　（総務・振興会）　　　　大久保善雄 （1区）
理事長   　　　　　　　　　　　保坂　征夫 （2区）
副理事長　　　　　　　　　　   波形　和弘 （三和町）
  　 　　　　　　　　　　　　　根津　具隆 （1区）
 
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区）
監　事   　　　　　　　　　　　高橋　茂夫 （3区）
   　　　　　　　　　　　　　　保坂　  豊 （三和町）

顧　問   　　　　　　　　　　　柳　　邦男 （4区）
   　　　　　　　　　　　　　　庭野　政義 （7-1）
   　　　　　　　　　　　　　　根津　貞夫 （1区）

理　事　新座野球　　　　　  樋熊　一茂 （2区）
　　　　7丁目野球　 　　　　庭野　　康 （三和町）
　　　　ソフトボール　　　  根津　具隆 （1区）
　　　　ソフトテニス　　　  大久保　強 （1区）
　　　　マラソン　　　　　　桑原　征蔵 （1区）
　　　　バドミントン  　　　越村　　靖 （2区）
　　　　卓　球 　 　　　　　中島　　茂 （2区）
　　　　少年野球 　　　　　 金高　光春 （1区）
　　　　ゲートボール 　　　 福原　重信 （3区）
　　　　七和クラブ 　　　　 佐藤　廣英 （7-2）
　　　　体　操  　　　　　　保坂　征夫 （2区）
　　　　バレーボール  　　　保坂　洋一 （4区）
　　　　大好きソフトバレー　永井　京子 （4区）
　　　　１　区　　　　　　◎関口　年久 （1区）
　　　　　　　　　　　　　　池田　郁彦 （1区）
　　　　２　区　　　　　　◎高橋　  正 （2区）
  　　　　　　　　　　　　　樋熊　敏明 （2区）
　　　　３　区　　　　　　◎曽根　　勉 （3区）
  　　　　　　　　　　　　　村山　俊司 （3区）
　　　　４　区　　　　　　◎浜田　吉幸 （4区）
  　　　　　　　　　　　　　大渕　　勝 （4区）
　　　　７－１　　　　　　◎桑原　浩明 （7-1）
　　　　７－２　　　　　　◎吉田　  悟 （7-2）
　　　　三和町　　　　　　◎波形　和弘 （三和町）
　 　　　　　　　　　　　　大津　敏和 （三和町）



【収入の部】

項目 予算額 決算額 増減（▲は減）

繰越金 200,578 200,578

会費 55,000 63,000 8,000 卓球ｸﾗﾌﾞ 3,000 ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰ大好き会 3,500

七和ｸﾗﾌﾞ 7,500 新座叡新会ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ 7,000

新座ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 7,000 ﾏﾗｿﾝｸﾗﾌﾞ 10,000

Ｅ－Ｒｅｘ 1,000 ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ 10,000

新座野球ｸﾗﾌﾞ 14,000

後援会費 280,000 286,800 6,800 第１区 46,800 第２区 40,000

第３区 40,000 第４区 65,000

本町7-1 29,500 本町7-2 42,000

三和町 23,500

補助金 142,000 182,000 40,000 新座地区振興会 130,000 市体協活動分配金 52,000

大会慰労会費 0 58,000 58,000 ソフトボール 24,000 ソフトバレー 34,000

諸収入 422 1,061 639 預金利息 60 大会電気料 1,001

合計 678,000 791,439 113,439

【支出の部】

項目 予算額 決算額 増減（▲は減）

事業費 163,000 224,602 61,602 クリーン作戦 6,930 救急法 2,298
ソフトボール大会 54,194 スポーツフェスティバル 80,954

公民館祭り 20,226 新雪マラソン大会 60,000

補助金 174,000 188,000 14,000 卓球ｸﾗﾌﾞ 14,000 ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰ大好き会 15,000

七和ｸﾗﾌﾞ 23,000 新座叡新会ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ 22,000

新座ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 22,000 ﾏﾗｿﾝｸﾗﾌﾞ 28,000

新座野球ｸﾗﾌﾞ 36,000 ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ 28,000

大会参加費 50,000 34,500 ▲ 15,500 親善ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ 6,500 ソフトテニス 3,000

親善バトミントン 6,500 野球 6,500
叡新会ゲートボール 6,000 七和クラブ 6,000

事務局費 100,000 99,308 ▲ 692 印刷代 8,500 体協だより 10,808
地区体協打合会 17,000 体育祭 25,000
テニス協会広告 3,000 体協新年会 15,000
事務会計活動費 20,000

会議費 25,000 31,453 6,453 監査会 15,600 総会 15,853

分担金 6,000 6,000 0 十日町市体育協会 6,000

育成費 30,000 30,000 0 Ｅ－Ｒｅｘ 30,000

奨励費 20,000 966 ▲ 19,034 ネームプレート代 966

予備費 110,000 0 ▲ 110,000

合計 678,000 614,829 ▲ 63,171

791,439 （収入合計） - 614,829 （支出合計）　　　＝ 176,610 （次年度繰越金）

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　23年　4月　1日 監事 　　保坂　　豊　　㊞　

監事 　　高橋　茂雄　　㊞　

平成２２年度新座地区体育協会決算報告書（平成22年4月1日～平成23年3月31日）

適　　　　　　用

適　　　　　　用

　　　　　　　　　　　　平成２２年度新座地区体協事業報告

平成２２年　４月１２日　　平成２２年度新座体協総会

　　　　　　４月２６日　　第１回執行部会

　　　　　　４月２８日　　地区体協打ち合わせ会

  　　　　  ５月１０日    第１回理事会

　　　　　　　　　　　　　　平成２２年度新座体協の活動方針について

　　　　　　　　　　　　　　平成２２年度活動細部計画・役割分担について

　　　　　　　　　　　　　　第３２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

　　　　　　　　　　　　　　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１６日    新座体協春季クリーン大作戦

　　　　　　５月２５日    第３０号体協だより発行

　　　　　　５月３０日　　新座地区対抗親善ソフトボール大会

  　　　　  ６月　４日    救急法講習会

　　　　　　６月１３日　　地区体育協会対抗親善バレーボール大会

　　　　　　７月　４日　　地区体育協会対抗親善ソフトボール大会

　　　　　　７月１２日　　臨時理事会

　　　　　　８月　４日　　第１回市民ラジオ体操　　参加者206　新座 小78 大63　七和 小50 大15

　　　　　　９月１３日    第２回執行部会　第２回理事会

　　　　　　　　　　　　　　第３２回新雪ジョギングマラソン大会計画について

　　　　　　　　　　　　　　第５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１１日　　第６回市民スポーツ大会

　　　　　　　　　　　　　第６回十日町市体育祭

　　　　　１０月１７日　　新座体協秋季クリーン大作戦

  　　　　１０月１７日    公民館まつりタイアップ行事　スポーツ吹き矢

　　　　　１１月２１日　　世田谷マラソン交流事業

　　　　　１２月　５日　　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　　　東小学校体育館

　　　　　１２月　５日　　地区体育協会対抗親善バドミントン大会

平成２３年  １月　２日　  第３２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１３日    十日町市体育協会新年会

  　　　　  １月２３日    第３２回新雪ジョギングマラソン大会反省慰労会

 　　　　   ２月２７日    第３回執行部会

  　　　　  ３月２４日　　第３回理事会

　　　　　　　　　　　　　　平成２３年度総会の議案について

　　　　　　４月　１日    会計監査



【収入の部】

項目 予算額 決算額

繰越金 176,610 200,578

卓球ｸﾗﾌﾞ 七和クラブ ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰ大好き会 新座テニスクラブ

マラソンクラブ ソフトボールクラブ

新座野球クラブ Ｅ-Ｒｅｘ

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 150,000 182,000 新座地区振興会 市体協活動分配金

大会慰労会費 60,000 58,000

諸収入 390 1,061 預金利息その他

合計 734,000 791,439

【支出の部】

項目 予算額 決算額

クリーン作戦 10,000 救急法 3,000

ｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 80,000 公民館祭り 20,000

ソフトボール大会 60,000 新雪マラソン大会 60,000

補助金 188,000 188,000

大会参加費 50,000 34,500

事務局費 100,000 99,308

会議費 30,000 31,453

分担金 6,000 6,000 十日町市体育協会

育成費 30,000 30,000 Ｅ－Ｒｅｘ

奨励費 20,000 966

予備費 77,000 0

合計 734,000 614,829

総会後の懇親会

事業費 224,602

各区対抗ソフトバレーボール大会

233,000

各区対抗ソフトボール大会

後援会費

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

平成２３年度新座地区体育協会予算書

摘　　　　　　要

会費 63,000 63,000 新座叡新会ゲートボール

284,000 286,800

総会・その他

摘　　　　　　要

８クラブ×8,000円+会員124名×1,000円

　　　　　　　　　　　　平成２３年度新座地区体協事業計画

平成２３年　４月１１日　　平成２３年度新座体協総会

　　　　　　４月２５日　　第１回執行部会

　　　　　　４月２８日　　地区体協打ち合わせ会

  　　　　  ５月　９日    第１回理事会

　　　　　　　　　　　　　　平成２３年度新座体協の活動方針について

　　　　　　　　　　　　　　平成２３年度活動細部計画・役割分担について

　　　　　　　　　　　　　　第３３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２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１５日    新座体協春季クリーン大作戦

　　　　　　５月２２日　　新座地区対抗親善ソフトボール大会

　　　　　　５月２５日    第３１号体協だより発行

　　　　　　６月　５日　　地区体育協会対抗親善バレーボール大会

  　　　　  ６月　６日    救急法講習会　　　新座コミュニティーセンター

　　　　　　７月　３日　　地区体育協会対抗親善ソフトボール大会

　　　　　　８月　３日　　第２回市民ラジオ体操

　　　　　　９月１２日    第２回執行部会　第２回理事会

　　　　　　　　　　　　　　第３３回新雪ジョギングマラソン大会計画について

　　　　　　　　　　　　　　第６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１０日　　第７回市民スポーツ大会

　　　　　　　　　　　　　第７回十日町市体育祭

　　　　　１０月１６日　　新座体協秋季クリーン大作戦

  　　　　１０月１６日    公民館まつりタイアップ行事

　　　　　１１月１３日　　世田谷マラソン交流事業

　　　　　１２月　４日　　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

　　　　　１２月　４日　　地区体育協会対抗親善バドミントン大会

平成２４年  １月　２日　  第３３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１２日    十日町市体育協会新年会

  　　　　  １月２２日    第３３回新雪ジョギングマラソン大会反省慰労会

 　　　　   ２月２６日    第３回執行部会

  　　　　  ３月１０日　　第３回理事会

　　　　　　　　　　　　　　平成２４年度総会の議案について

　　　　　　３月    日    会計監査

～ 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　福原　颯太さん（東小学校　5年生　１区）
　　　　　　　　　　　　郡市親善陸上大会　 　　　　ソフトボール投げ　 　　　 　優勝
２　鈴木　宏輔さん（東小学校　6年生　７-１）
　　　　　　　　　　　　市民野球大会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 優勝
３　滝沢　亮太さん（東小学校　６年生　４-１）
　　　　　　　　　　　　市民野球大会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 優勝
４　樋熊　圭吾さん（東小学校　６年生　３区）
　　　　　　　　　　　　市民野球大会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 優勝
５　栁　　悠河さん（東小学校　６年生　７-１）
　　　　　　　　　　　　市民野球大会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 優勝
６　中島　　碧さん（十日町中学校　１年生　１区）
　　　　　　　　　　　　県中学校女子駅伝大会　　　３区　　　　　　　　　　　　 ３位
　　　　　　　　　　　　北信越中学校女子駅伝大会　３区　　　　　　　　　　　　 出場
　　　　　　　　　　　　県中学校スキー大会　クロカンリレー　１走　　　　　　　 ７位
７　村山　奈穂さん（十日町高校　１年生　２区）
　　　　　　　　　　　　第４０回県選抜陸上競技大会　　3,000ｍ　ウォーク  　　　２位
８　斎木　雄都さん（十日町高校　２年生　３区）
　　　　　　　　　　　　春季北信越野球大会県予選大会　　　　　　　　　　　　　 ２位
９　吉田　京平さん（十日町高校　３年生　７－２）
　　　　　　　　　　　　春季北信越野球大会県予選大会　　　　　　　　　　　　　 ２位
1０　金澤 　亨さん（十日町高校  1年生　７－２）
　　　　　　　　　　　　定時制、通信制県バドミントン大会　シングルス　　　　　 ２位
　　　　　　　　　　　　　全国大会出場
      　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＊学校･学年は平成２２年度

1１　庭野祐太郎さん（一般　４-１）
1２　根津　具隆さん（一般　１区）
　　　　　　　　　　　　ソフトテニス
　　　　　　　　　　　　県国体予選会青壮年大会　　　　　　　　　　　　　　　　 ３位
　　　　　　　　　　　　国体北信越予選会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ３位

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～ お 知 ら せ ～
６月６日(月)救急法講習会　　　（１９時より　新座コミュニティーセンター）
　　　　　　　　　　　　　　　　※コミュニティーにＡＥＤが設置されます。

　　　　　　　　　　　　平成２２年度優秀選手表彰受賞者

総会に先立ち、昨年度の優秀選手の表彰を行いました。

おめでとうございます！


