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平成３０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、新体制で平成３０年度の活動がスタートいたしました。

役員改選では、旧副会長の波形和弘さんが新会長に選任され、前会長の桑原英樹さんは顧問に就任されました。

平成平成平成平成３０３０３０３０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 波形和弘
日頃より、新座地区体育協会の活動にご協力をいただきありがとうございます。

2期４年間、ご活躍いただきました桑原前会長の後を受け、今年4月から会長を仰せつかりました波形

和弘と申します。若輩ではありますが、各地区の皆様からのお力添えをいただきながら任を務めてま

いります。よろしくお願い申し上げます。

平成30年度の活動はすでに始まり、5月13日にはクリーン作戦を実施させていただきました。新座

地区体育協会の活動の目的は、スポーツ団体の活動支援、地区民の皆様の親睦と健康の増進、地域貢

献活動と多岐にわたります。競技者の育成の一助となるよう優秀競技者の表彰も行っています。子ど

もから先輩まで、新座地区体協の活動に触れていただき、存在感が発揮できる機会が少しでも多く設

けられるよう取り組んでまいります。

今年度、新座地区体協の役員体制が大きく変わりました。先輩が築いた伝統を守り、新しい力で地域

を盛り上げられるよう役員全員で取り組んでまいりますので、ご協力を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。
今年度も事業計画にあるように様々行事を計画し、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。

皆様からも良いお知恵やご意見がありましたらどうぞお寄せ下さい。

今年度も、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。
※区費の中から頂く地区もあります。ご支援まことにありがとうございます。

会 長（市スポ協理事）波形 和弘 （三和町）

副会長 樋熊 一茂 （2区）

村山 豊和 （2区）

越井 範行 （3区）

理事長 庭野 秀幸 （2区）

副理事長 村山 浩 （7-1）

金高 光春 （1区）

越井 洋介 （3区）

嶋倉 武文 （3区）

大島 仁 （4-2区）

女性理事 桑原 美雪 （1区）

小林 夏子 （3区）

事務局（全般） 根津 具隆 （1区）

（広報） 関田 修 （2区）

（会計） 高橋 洋一 （4-1区）

監 事 高橋 渉 （1区）

徳永 真二 （4-1区）

顧 問 中嶋 昭夫 （3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

桑原 英樹 （4-1区）前会長

※ ◎印は各区代表理事

理 事 振興会 樋熊 敏明 （2区）

新座野球・ソフト 小海 正志 （4-2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 金高 光春 （1区）

ゲートボール 阿部 徳太郎（4-2区）

七和クラブ 田辺 ミヨイ（7-2）

１区 ◎小川 幸男 （1区）

小林 幸雄 （1区）

２区 ◎村山 明徳 （2区）

佐藤 和宏 （2区）

３区 ◎本間 久雄 （3区）

庭野 賢和 （3区）

４区 ◎羽鳥 幸治 （4-2区）

村山 成明 （4-1区）

７－１ ◎池田 健作 （7-1）

７－２ ◎高橋 和幸 （7-2）

三和町 ◎中島 明 （三和町）

富井 隆之 （三和町）

しんざ地区
新座・本町７・三和町新座・本町７・三和町新座・本町７・三和町新座・本町７・三和町

だよりだよりだよりだより No.No.No.No.３８３８３８３８
平成３０年６月１０日

平成３０年６月１０日平成３０年６月１０日

平成３０年６月１０日

十日町市新座地区体育協会

十日町市新座地区体育協会十日町市新座地区体育協会

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 ¥232,452 ¥232,452 ¥0

第１区 ¥47,176 第２区 ¥40,000

第３区 ¥40,000 第４区 ¥65,000

本町７ ¥59,150 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 ¥47,000

十日町地域振興連合会

¥80,000

地区体協親善ソフトバレー

慰労会費

¥0

地区対抗ソフトボール慰労会費

¥0

体協役員会会費 ¥12,000

地区対抗ソフトバレー慰労会費

¥0

スポーツフェスティバル

振興会負担分

¥0

諸収入 ¥8 ¥2

▲

¥6 預金利息(1+1) ¥2

合計 ¥867,460 ¥745,780

▲

¥121,680

【支出の部】

項目 予算額 決算額

クリーン作戦 ¥6,160 救急法講習会 ¥0

公民館祭り ¥7,035

親善ソフトバレーボール大会

¥0

ソフトボール大会 ¥0

ソフトバレーボール大会

¥100,716

ラジオ体操講習会 ¥3,000

卓球クラブ ¥7,500 ソフト野球クラブ ¥15,000

テニスクラブ ¥15,000

新座叡新会ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ

¥15,000

マラソンクラブ ¥15,000 七丁目野球クラブ ¥15,000

親善ソフトバレーボール大会

¥0

野球ソフトボールクラブ

¥6,500

七和野球クラブ ¥6,500 テニスクラブ ¥6,000

新座野球クラブ ¥6,500

親善バトミントン大会

¥6,500

地区体協打合会 ¥10,000 体協だより ¥10,363

理事会 ¥0 体協役員懇親会 ¥29,300

十日町市スポーツ協会体

育祭

¥25,000

十日町市スポーツ協会新

年会

¥15,000

新座体協新年会 ¥0 雪祭り陣中見舞い ¥0

事務会計活動費 ¥20,000 印刷費 ¥5,140

印紙 ¥0 事務用品 ¥218

会議費 ¥35,000 ¥28,691

▲

¥6,309 監査会 ¥7,300 総会 ¥21,391

分担金 ¥6,000 ¥6,000 ¥0

十日町市スポーツ協会

¥6,000

育成費 ¥30,000 ¥30,000 ¥0 Ｅ－Ｒｅｘ ¥30,000

奨励費 ¥25,000 ¥24,500

▲

¥500 表彰盾 ¥24,500

予備費 ¥222,460 ¥0

▲

¥222,460

合計 ¥867,460 ¥435,623

▲

¥431,837

¥745,780

¥745,780¥745,780

¥745,780

（収入合計）

- ¥435,623

¥435,623¥435,623

¥435,623

（支出合計）　　　＝

¥310,157

¥310,157¥310,157

¥310,157

（次年度繰越金）

監事

監事

平成２９年度新座地区体育協会決算報告書（平成29年4月1日～平成30年3月31日）

増減（▲は減） 適　　　　　　用

後援会費 ¥270,000 ¥274,326 ¥4,326

大会慰労会費 ¥150,000 ¥12,000

▲

¥138,000

補助金 ¥215,000 ¥227,000 ¥12,000

増減（▲は減） 適　　　　　　用

事業費 ¥264,000 ¥116,911

▲

¥147,089

大会参加費 ¥40,000 ¥32,000

▲

¥8,000

補助金 ¥85,000 ¥82,500

▲

¥2,500

平成　３０年　４月　３日

　　　　福原　正幸　　　　　　㊞　

　　　　大津　敏和　　　　　　㊞　

事務局費 ¥160,000 ¥115,021

▲

¥44,979

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２９年度新座地区体協事業報告

平成２９年度新座地区体協事業報告平成２９年度新座地区体協事業報告

平成２９年度新座地区体協事業報告

平成２９年 ４月１４日 平成２９年度新座体協総会

４月２９日 クリーン作戦参加（十日町市主催）

５月 ２日 第１回執行部会

年間活動計画決定

５月１４日 新座体協春季クリーン大作戦

５月１６日 地区体協打ち合わせ会

５月１９日 第１回理事会

平成２９年度新座体協の活動方針について

平成２９年度活動細部計画・役割分担について

第３９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８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２５日 体協だより３７号発行

５月２８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 雨天中止

６月１１日 城山グリーンウォーク

６月１８日 地区体育協会対抗親善ソフトバレーボール大会

７月 ２日 地区体育協会対抗親善ソフトボール大会

７月２４、２５日 ラジオ体操教室 教室は中止

８月 ２日 第８回市民ラジオ体操 新：大17 子57 計74 七：大6 子27 計33

９月２１日 第２回執行部会

１０月 ９日 第１３回市民スポーツ大会

第１３回十日町市体育祭

１０月１２日 第２回理事会

第３９回新雪ジョギングマラソン大会計画について

第１２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

１０月１５日 新座体協秋季クリーン大作戦

１０月２９日 公民館まつりタイアップ行事

１１月２６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２６日 地区体育協会対抗親善バドミントン大会

平成３０年 １月 ２日 第３９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 十日町市体育協会新年会

１月２１日 第３９回新雪ジョギングマラソン大会反省慰労会

３月２０日 第３回理事会

平成３０年度総会の議案について

４月 ３日 会計監査



【収入の部】

項目 予算額 決算額

繰越金 ¥310,157 ¥232,452 ¥77,705

第１区 第２区

第３区 第４区

本町７ 三和町

新座地区振興会 ¥60,000 七和地区振興会 ¥40,000

市スポーツ協会配分金

¥47,000

十日町地域振興連合会

スポーツフェステバル補助金

¥80,000

地区体協親善

ソフトバレー慰労会費

地区対抗

ソフトボール慰労会費

体協役員会会費

地区対抗

ソフトバレー慰労会費

スポーツフェスティバル

振興会負担分

諸収入 ¥2 ¥2 ¥0 預金利息

合計 ¥807,159 ¥745,780 ¥85,379

【支出の部】

項目 予算額 決算額

クリーン作戦 ¥7,000 救急法講習会

¥3,000

公民館祭り ¥6,000

地区対抗親善球技大

会

¥40,000

フェステバルソフトボール大会

¥50,000

フェステバル

ソフトバレーボール大会

¥50,000

ラジオ体操講習会 ¥3,000

卓球クラブ ¥7,500 ソフト野球クラブ ¥15,000

テニスクラブ ¥15,000

新座叡新会ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ

¥15,000

マラソンクラブ ¥15,000
七丁目野球クラブ

¥15,000

親善ソフトバレーボール大会

¥6,500

野球ソフトボールクラブ

¥6,500

七和野球クラブ ¥6,500 テニスクラブ ¥6,000

親善野球大会 ¥6,500

親善バトミントン大会

¥6,500

地区体協打合会 ¥10,000 体協だより

¥12,000

スポーツ協会理事会 ¥5,000 新座体協役員会

¥40,000

十日町市スポーツ協会体

育祭

¥25,000

十日町市スポーツ協会

新年会

¥15,000

事務会計活動費 ¥20,000 雪祭り陣中見舞い

¥5,000

事務用品 ¥2,000 印刷費

¥6,000

会議費 ¥35,000 ¥28,691 ¥6,309 監査会 ¥10,000 総会 ¥25,000

分担金 ¥6,000 ¥6,000 ¥0

十日町市スポーツ協会

育成費 ¥30,000 ¥30,000 ¥0 Ｅ－Ｒｅｘ

奨励費 ¥25,000 ¥24,500 ¥500 表彰盾

予備費 ¥291,159 ¥0 ¥291,159

合計 ¥807,159 ¥435,623 ¥371,536

事務局費 ¥140,000 ¥115,021 ¥24,979

補助金 ¥82,500 ¥82,500 ¥0

大会参加費 ¥38,500 ¥32,000 ¥6,500

増減（▲は減） 適　　　　　　用

事業費 ¥159,000 ¥116,911 ¥42,089

補助金 ¥227,000 ¥227,000 ¥0

大会慰労会費 ¥0 ¥12,000

▲

¥12,000

平成３０年度新座地区体育協会予算書

増減（▲は減） 適　　　　　　用

後援会費 ¥270,000 ¥274,326

▲

¥4,326

平成

平成平成

平成３０

３０３０

３０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３０年 ４月１１日 平成３０年度新座体協総会

４月２９日 クリーン作戦参加（十日町市主催）

５月 １日 第１回執行部会

年間活動計画決定

５月１３日 新座体協春季クリーン大作戦

５月１５日 地区体協打ち合わせ会

５月１８日 第１回理事会

平成３０年度新座体協の活動方針について

平成３０年度活動細部計画・役割分担について

第４０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９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２７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 １日 救急法講習会 新座コミュニティーセンター

６月１０日 体協だより３８号発行

６月１７日 地区体育協会対抗親善ソフトバレーボール大会

城山グリーンウォーク

７月 １日 地区体育協会対抗親善ソフトボール大会

７月２５日 ラジオ体操教室

８月 １日 第９回市民ラジオ体操

９月２０日 第２回執行部会

１０月 ８日 第１４回市民スポーツ大会

第１４回十日町市体育祭

１０月１１日 第２回理事会

第４０回新雪ジョギングマラソン大会計画について

第１３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

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

１１月２５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２５日 地区体育協会対抗親善バドミントン大会

平成３１年 １月 ２日 第４０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 十日町市体育協会新年会

１月１９日 第３回執行部会

１月２０日 第４０回新雪ジョギングマラソン大会反省慰労会

３月１９日 第３回理事会

平成３１年度総会の議案について

３月３０日 会計監査

～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 根津煌大 さん（東小学校 5年生 １区）

2 徳永 迅 さん（東小学校 5年生 ７-2）

第6回全国TSUTAYA杯Ｕ11サッカー大会 魚沼柏崎予選 優勝（全国大会出場）

第25回新津カップ新潟県少年サッカー5年生大会

兼ＪＡ全農杯チビリンピック小学生8人制サッカー大会

魚沼柏崎予選 優勝（県大会出場）

3 樋熊太信 さん（東小学校 5年生 7-1）

4 村山航希 さん（東小学校 6年生 2区）

5 小林由青 さん（東小学校 6年生 4区）

6 阿部悠貴 さん（東小学校 6年生 7-1）

十日町市長杯少年野球大会 優勝

7 樋熊柊汰 さん（十日町中学校 1年生 ２区）

8 大渕昂平 さん（十日町中学校 2年生 4区）

9 樋口慶人 さん（十日町中学校 3年生 4区）

10 伊藤 蓮 さん（十日町中学校 3年生 ２区）

11 樋熊栞汰 さん（十日町中学校 3年生 ２区）

中学校野球大会 中越大会 優勝

12 正野学人 さん（十日町中学校 3年生 ４区）

北信越中学校陸上競技大会 3000ｍ 出場

13 関口友太 さん（十日町中学校 3年生 三和町）

全国中学校陸上競技大会 1500ｍ 10位

14 榎本こゆき さん（十日町中学校 3年生 1区）

15 村山ゆい さん（十日町中学校 3年生 2区）

16 阿部彩乃 さん（十日町中学校 3年生 7-1）

第27回新潟県中学校駅伝競走大会 7位

17 風間絢理 さん（十日町高校 ２年生 3区）

高等学校選抜ソフトテニス大会 団体戦 3位

＊学校･学年は平成29年度

平成２９年度優秀選手表彰受賞者平成２９年度優秀選手表彰受賞者平成２９年度優秀選手表彰受賞者平成２９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！


