
平成２４年度新座体育協会役員名簿 

　平成２４年度の新座地区体協総会が４月9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２４年度の活動がスタートいたしました。

役員改選では、市体協理事の庭野昭夫さんが新会長に選任され、前会長の村山太一さんは顧問に

就任されました。２期４年間に渡り会長職を務め、新座体協の発展の為にご尽力いただきました。

今後は顧問として、ご助言、ご援助いただきますようよろしくお願いいたします。

　　　　　　　24年度スタートに向けて　　　新座地区体育協会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会長　庭野昭夫
　新座地区体協の総会で2４・2５年度の会長を引受けることとなりました。
若輩では御座いますが、誠意を持って新役員共々、健康増進及びスポーツを通じ
た地域活性化に取り組んでまいります。
　本年度は新座・七和地区民レクリエーションフェスティバルを春季ソフトボー
ル大会と秋季ソフトバレーボール大会の二度開催いたします。第３４回マラソン
大会は元より、地域の皆様の参加とご協力を何卒宜しくお願い申し上げます。

　　　　　　　　　　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、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。
　※既にご協力頂いた地区もあります。早々のご支援まことにありがとうございます。

会　長（市体協理事）  庭野　昭夫（4区）
副会長　　　　　　　　大津　敏和（三和町）
　　　　　　　　　　　桑原　英樹（4区）
　　　　　　　　　　　髙橋　洋一（4区）
参　与（振興会）   　　　未　定
　　　（振興会）   　　　未　定
理事長　  　　　　　　根津　具隆（1区）
副理事長　　　　　　　波形　和弘（三和町）
　　　　　　　　　　　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区）
監　事　　　　　　　　桑原　政隆（1区）
　　　　　　　　　　　小林　敏夫（4区）

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　市議
　　　　　村山　太一（2区） 前会長

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　　伊藤　大介（2区）
　　　　　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　　　　金高　光春（1区）
　　　　　ゲートボール　　福原　重信（3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区）兼
　　　　　大好きソフトバレー　永井　京子（4区）
　　　　　１　区　　　　◎関口　年久（1区）
　　　　　　　　　　　　　小林　達也（1区）
　　　　　２　区　　　　◎高橋　  正（2区）
　　　　　　　　　　　　　村山　明徳（2区）
　　　　　３　区　　　　◎曽根　　勉（3区）
　　　　　　　　　　　　　桑原　政弘（3区）
　　　　　４　区　　　　◎浜田　吉幸（4区）
　　　　　　　　　　　　　大渕　　勝（4区）
　　　　　７－１　　　　◎中島　勇治（7-1）
　　　　　７－２　　　　◎吉田　  悟（7-2）
　　　　　三和町　　　　◎波形　和弘（三和町）兼
　　　　　　　　　　　　　大津　敏和（三和町）兼

しんざ地区
新座・本町７・三和町

だより No.３２
平成２４年５月２５日

十日町市新座地区体育協会



【収入の部】

項目 予算額 決算額

繰越金 176,610 176,610

卓球ｸﾗﾌﾞ 2,000 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 5,500
新座ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 8,500 ﾏﾗｿﾝｸﾗﾌﾞ 11,000

Ｅ－Ｒｅｘ 1,000 ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ 15,000
新座野球ｸﾗﾌﾞ 12,000

第１区 46,000 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 46,000

三和町 23,000
新座地区振興会 100,000 市体協活動分配金 37,000
振興会ﾏﾗｿﾝ補助金 30,000 市体協 3,000

大会慰労会費 60,000 31,000 ▲ 29,000 ソフトボール 5,000 ソフトバレー 26,000
川泉様写真代 1,000 川泉様体育祭参加費 5,000

預金利息 41

合計 734,000 739,151 5,151

【支出の部】

項目 予算額 決算額
クリーン作戦 5,688 救急法 2,298
ソフトボール大会 8,646 スポーツフェスティバル 71,525

公民館祭り 11,224 新雪マラソン大会 60,000

卓球ｸﾗﾌﾞ 12,000 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 19,000
新座ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 25,000 ﾏﾗｿﾝｸﾗﾌﾞ 30,000
新座野球ｸﾗﾌﾞ 32,000 ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ 38,000
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 野球
叡新会ゲートボール 6,000 七和クラブ

印刷代 9,200 体協だより 10,808
地区体協打合会 12,000 体育祭 31,000

野球祝賀会 5,000 体協新年会 25,000
事務会計活動費 20,000

会議費 30,000 33,873 3,873 監査会 10,800 総会 23,073

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 21,000 1,000 表彰盾 21,000

予備費 77,000 0 ▲ 77,000

合計 734,000 572,762 ▲ 161,238

739,151 （収入合計） - 572,762 （支出合計）　　　＝ 166,389 （次年度繰越金）

監事

監事 　高橋　茂雄　　㊞　
平成　２４年　　４月　　１日

13,008

上記監査の結果、帳票・帳簿ともに正確であると認めます。

113,008

補助金 150,000 170,000 20,000

6,000

諸収入 390 6,041 5,651

73,619▲

増減（▲は減） 適　　　　　　用

平成２３年度新座地区体育協会決算報告書（平成23年4月1日～平成24年3月31日）

増減（▲は減） 適　　　　　　用

会費 63,000 66,000 3,000

6,800後援会費 284,000 289,500

補助金 188,000 194,000

事業費 233,000 159,381

大会参加費 50,000 15,500 34,500▲

事務局費 100,000

　保坂　　豊　　㊞　

　　　　　　　　　　　　平成２３年度新座地区体協事業報告

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　　雨天中止

　　　　　　５月２５日    第３１号体協だより発行

  　　　　  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１２日　　地区体育協会対抗親善バレーボール大会

　　　　　　７月　３日　　地区体育協会対抗親善ソフトボール大会　　雨天中止

　　　　　　７月　４日　　第２回理事会（臨時）

　　　　　　７月２６日　　第２回市民ラジオ体操　　２１２名　新座132（87＋45）七和80（59＋21）

　　　　　　８月　７日　　城山草刈り

　　　　　　９月２６日    第３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　　　　水害により中止

　　　　　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　　　　　蕪木一夫（川泉）さん　表彰

　　　　　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　　　大井田チームに参加

　　　　　１２月１２日　　第３回執行部会

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　540名参加

　　　　　　１月１３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

 　　　　   ３月１２日    第４回執行部会

  　　　　  ３月２６日　　第４回理事会

　　　　　　　　　　　　　　平成２４年度総会の議案について

　　　　　　４月  １日    会計監査

      　　　　　その他　役員選考委員会　6回　開催



【収入の部】

項目 予算額 決算額

繰越金 166,389 176,610

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 200,000 170,000 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

協賛金 130,000 0

大会慰労会費 50,000 31,000 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 611 6,041 預金利息その他

合計 893,000 739,151

【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 110,000 公民館祭り 20,000

ソフトボール大会 90,000 世田谷マラソン大会 50,000

新雪マラソン大会 110,000

補助金 195,000 194,000

大会参加費 50,000 9,500

事務局費 100,000 113,008

会議費 30,000 33,873

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 21,000

予備費 69,000 0

合計 893,000 566,762

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

280,000 289,500

摘　　　　　　要

159,381

新座地区振興会（ﾚｸﾘｪｰｼｮﾝﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ･世田谷ﾏﾗｿﾝ・新雪ｼﾞｮｷﾞﾝｸﾞﾏﾗｿﾝ）

393,000

後援会費

８クラブ×8,000円+会員131名×1,000円

平成２４年度新座地区体育協会予算書

摘　　　　　　要

会費 66,000 66,000 新座叡新会ゲートボール

事業費

　　　　　　　　　　　　平成２４年度新座地区体協事業計画

平成２４年　４月　９日　　平成２４年度新座体協総会

　　　　　　４月２３日　　第１回執行部会

　　　　　　４月２６日　　地区体協打ち合わせ会

  　　　　  ５月　７日    第１回理事会

　　　　　　　　　　　　　　平成２４年度新座体協の活動方針について

　　　　　　　　　　　　　　平成２４年度活動細部計画・役割分担について

　　　　　　　　　　　　　　第３４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３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１３日    新座体協春季クリーン大作戦

　　　　　　５月２０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

　　　　　　５月２５日    第３２号体協だより発行

　　　　　　６月　３日　　地区体育協会対抗親善バレーボール大会

  　　　　  ６月　８日    救急法講習会　　　新座コミュニティーセンター

　　　　　　７月　８日　　地区体育協会対抗親善ソフトボール大会

　　　　　　８月　１日　　第３回市民ラジオ体操

　　　　　　９月１０日    第２回執行部会　第２回理事会

　　　　　　　　　　　　　　第３４回新雪ジョギングマラソン大会計画について

　　　　　　　　　　　　　　第７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８回市民スポーツ大会

　　　　　　　　　　　　　第８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２８日    公民館まつりタイアップ行事

　　　　　１１月１１日　　世田谷マラソン交流事業

　　　　　１２月　２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

　　　　　１２月　２日　　地区体育協会対抗親善バドミントン大会

平成２５年  １月　２日　  第３４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１１日    十日町市体育協会新年会

  　　　　  １月２０日    第３４回新雪ジョギングマラソン大会反省慰労会

 　　　　   ２月２５日    第３回執行部会

  　　　　  ３月１１日　　第３回理事会

　　　　　　　　　　　　　　平成２５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　髙橋　侑希さん（東小学校　５年生　１区）
   　　　　　　　　E-Rex　　十日町新聞社杯　　　　  　　　 　優勝
２　山谷　大和さん（東小学校　５年生　４-１）
   　　　　　　　　E-Rex　　十日町新聞社杯　　　　  　　　 　優勝
３　保坂　太一さん（東小学校　５年生　７-１）
   　　　　　　　　E-Rex　　十日町新聞社杯　　　　  　　　 　優勝
４　中澤　晃ニさん（東小学校　５年生　７-１）
   　　　　　　　　E-Rex　　十日町新聞社杯　　　　  　　　 　優勝
５　池田　道則さん（東小学校　５年生　７-１）
   　　　　　　　　E-Rex　　十日町新聞社杯　　　　  　　　 　優勝
６　福原　颯太さん（東小学校　６年生　１区）
   　　　　　　　　E-Rex　　十日町新聞社杯　　　　  　　　 　優勝
７　小宮山　豊さん（東小学校　６年生　７-１）
   　　　　　　　　E-Rex　　十日町新聞社杯　　　　  　　　 　優勝
８　中島　　碧さん（十日町中学校　２年生　１区）
　　　　　　　　　　　　全国ジュニアスキー選手権　フリー・クラシカル　５km　出場
　　　　　　　　　　　　県中学校女子駅伝大会　　　　　　　　　　　　１区　  出場
　　　　　　　　　　　　県中学校スキー大会　クロカンリレー　　　　　１走　　７位
９　村山　　寿さん（十日町中学校　３年生　２区）
   県中学校陸上競技大会　　　　　　　　　　　 　400ｍ  　　　６位
   県中学校通信陸上競技大会　　　　　　　　　 　400ｍ  　　　７位
   県中学校駅伝競技大会　　　　　　　　　　　 　１区  　　　 出場
   県中学校スキー大会　クロカンリレー　　　　 　１走  　 　　出場
１０　庭野　祐輝さん（十日町中学校　３年生　４区）
   県中学校陸上競技大会　　　　　　　　　　　 　棒高跳び 　　５位
   県中学校通信陸上競技大会　　　　　　　　　 　棒高跳び 　　６位
１１　小宮山勇人さん（十日町中学校　３年生　７）
   県中学校軟式野球大会　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ベスト８
１２　村山　奈穂さん（十日町高校　　２年生　２区）
　　　　　　　　　　　　県選抜陸上競技大会　5000ｍウォーク　 ３位
　　　　　　　　　　　　北信越大会　　　　　　　　　　　　　 ７位
１３　中島　健太さん（十日町高校　　２年生　１区）
　　　　　　　　　　　　県選抜陸上競技大会　5000ｍウォーク　 ６位
１４　金澤  　亨さん（十日町高校  　２年生　７－２）
　　　　　　　　　県高等学校定時制、通信制県総合体育大会　バトミントン大会　  優勝
　　　　　　　　　　　　　北信越大会出場
１５　川島　啓太さん（十日町市役所　７－１）
　　　　　　　　 世田谷２４６ハーフマラソン　一般男子の部　　優勝
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊学校･学年は平成２３年度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～ お 知 ら せ ～
６月　８日　　救急法講習会　　　新座コミュニティーセンター

　　　　　　　　　　　　平成２４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！


	体協だより32.pdf
	体協だより322.pdf

