
２０２１年度　新座地区体育協会　役員名簿 

新型コロナウイルスにより新座地区体育協会総会は中止とさせていただきましたが、６月１１日に理事会を

コミュニティーセンターにて開催し、各議案が協議され、令和３年度の活動がスタートいたしました。

令和３年度スタートに向けて 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対しましてご理解とご協力をいただき御礼を申し上げま

す。あわせて、令和３年度も総会は中止とさせていただき各種広報や活動計画等は本紙でのお知

らせとなりましたことにお詫びを申し上げます。

令和２年度は新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、体協の活動を大きく見直さざるを得ま

せんでした。そのような中、昨年11月に開催しました地区民レクリエーションフェスティバルに

は、全地区の皆様からご参加をいただきました。数少ない活動機会となりましたが地域の皆様の

ご期待に添えることができたものと受け止めております。今後も感染予防を第一に、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、地域貢献活動等、少しでも多くの活動に取り

組んでまいります。引き続き、地域の皆様からのお力添えを賜りますようお願い申し上げます。

令和３年度の後援会費納入のお願い
例年、新座地区体育協会では、一世帯500円の後援会費の納入をお願いしております。

令和２年度の活動は、前年度繰越金と各種補助金で運営してまいりましたが、令和3

年度は感染状況に留意するとともに感染予防対策を実施したうえで、可能な限り活動を

再開してまいります。今後とも、皆様から良いお知恵やご意見がありましたら、どうぞ

お寄せください。

本年度も、体協役員・各地区の役員様が後援会費（各戸500円）をいただきにうかが

います。ご協力をお願いいたします。

会 長 波形 和弘 （三和町）

副会長 樋熊 一茂 （2区）市スポ協理事
〃 村山 豊和 （2区）

〃 越井 範行 （3区）公民館長
理事長 庭野 秀幸 （2区）

副理事長 金高 光春 （1区）

〃 越井 洋介 （3区）

〃 嶋倉 武文 （3区）

〃 大島 仁 （4-2区）

〃 桑原 美雪 （1区）

女性理事 小林 夏子 （3区）

〃 （ ）新任 *選考中

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 村山 浩 （7-1区）

〃 水落 学 （2区）

顧 問 村山 栄一 （1区） 新座地区振興会長

〃 庭野 政義 （7-1） 七和地区振興会長

〃 桑原 英樹 （4-1区）前会長

理 事 振興会 桑原 英樹 （4-1区）顧問 兼務

〃 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 鈴木 克志 （1区） 新任

〃 マラソン 越村 政巳 （2区）

〃 卓 球 中島 茂 （2区）

〃 少年野球（E-Rex） 金高 光春 （1区）副理事長 兼務

〃 ゲートボール 阿部徳太郎 （4-2区）

各区理事 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 ◎押木 勝 （7-1） 新任

〃 ７－２ ◎星名 孝 （7-2）

〃 三和町 ◎水落 真人 （三和町）新任

中林 将志 （三和町）新任

◎印は各区代表理

しんざ地区
新座・本町７・三和町

だより No.41
令和３年7月１０日
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【収入の部】

項目 予算額 決算額

繰越金 ¥337,069 ¥337,069 ¥0

第１区 ¥0 第２区 ¥0

第３区 ¥0 第４区 ¥0

本町７ ¥0 三和町 ¥0

新座地区振興会 ¥60,000 七和地区振興会 ¥40,000

スポーツ協会活動分配金 ¥28,000 十日町地域振興連合会 ¥40,000

スポーツ協会事業補助金 ¥50,000

諸収入 ¥2 ¥2 ¥0 預金利息 ¥2

合計 ¥507,071 ¥555,071 ¥48,000

【支出の部】

項目 予算額 決算額

春季スポフェス　ソフトボール ¥0 秋季スポフェス　ソフトバレー ¥80,832

親善ソフトテニス大会 ¥0 親善ソフトバレーボール大会 ¥0

公民館祭り ¥0 親善ソフトボール大会 ¥0

クリーン作戦 ¥1,800 救急法講習会 ¥0

ラジオ体操講習会 ¥3,000

卓球クラブ ¥3,750 ソフト野球クラブ ¥7,500

テニスクラブ ¥7,500 新座叡新会ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ ¥3,750

マラソンクラブ ¥7,500 七丁目野球クラブ ¥7,500

親善ソフトバレーボール大会 ¥6,500 親善ソフトボール大会 ¥0

市長杯野球（七和） ¥0 親善ソフトテニス大会 ¥0

市長杯野球（新座） ¥0 親善バトミントン大会 ¥0

地区体協打合会 ¥0 体協だより ¥12,276

理事会 ¥0 新座体協役員会 ¥29,808

十日町市スポーツ協会体育祭 ¥0 十日町市スポーツ協会新年会 ¥0

事務用品 ¥238 雪祭り陣中見舞い ¥0

事務会計活動費 ¥20,000 印刷費 ¥10,320

広告掲載料 ¥3,000 クロアチア地震義援金 ¥1,000

会議費 ¥40,000 ¥23,380 ▲ ¥16,620 監査会 ¥11,000 総会 ¥12,380

分担金 ¥6,216 ¥6,220 ¥4 十日町市スポーツ協会 ¥6,220

育成費 ¥30,000 ¥30,000 ¥0 Ｅ－Ｒｅｘ ¥30,000

奨励費 ¥20,600 ¥20,600 ¥0 表彰盾 ¥20,600

予備費 ¥142,505 ¥0 ▲ ¥142,505

合計 ¥507,071 ¥286,474 ▲ ¥220,597

¥555,071 （収入合計） - ¥286,474 （支出合計）　　　＝ ¥268,597 （次年度繰越金）

監事

監事

令和2年度新座地区体育協会決算報告書（令和2年4月1日～令和3年3月31日）

増減（▲は減） 適　　　　　　用

後援会費 ¥0 ¥0 ¥0

補助金 ¥170,000 ¥218,000 ¥48,000

大会参加費 ¥37,500 ¥6,500 ¥28,750

補助金 ¥35,250 ¥37,500 ¥0

令和　　３年　３月　２６日
　　　　村山　　浩　　　　　㊞　

　　　　水落　　学　　　　　㊞　

事務局費 ¥130,000 ¥76,642 ¥53,358

上記監査の結果、帳票・帳簿ともに正確であると認めます。

増減（▲は減） 適　　　　　　用

事業費 ¥65,000 ¥85,632 ¥20,632

２０２０年度（令和２年度）新座地区体協事業報告書

２０２０年

４月１１日 ２０２０年度新座体協総会 ＊コロナウィルス対策により中止 （資料配布のみ）

４月１９日 新座地区振興会総会 ＊コロナウィルス対策により中止

４月２９日 クリーン作戦参加（十日町市主催）＊コロナウィルス対策により中止

５月１０日 新座体協春季クリーン大作戦 ＊コロナウィルス対策により中止

地区体協打ち合わせ会（担当 六箇 体協） ＊コロナウィルス対策により中止

５月２４日 第１５回春季新座地区民レクリエーションフェスティバル

グランドゴルフ ＊コロナウィルス対策により中止

５月３１日 城山グリーンウォーク ＊コロナウィルス対策により中止

６月１２日 第１回執行部会 予定より時期を先送りし開催

年間活動計画決定

７月 ５日 地区体育協会対抗親善ソフトボール大会 ＊コロナウィルス対策により中止

７月１０日 第１回理事会 予定より時期を先送りし開催

年間（下半期）活動決定

予算案決定

７月２７日 ラジオ体操教室 新座地区 新座 コミニティーセンター

７月２８日 ラジオ体操教室 七和地区 高架橋下 雨天中止

８月 ５日 第１１回市民ラジオ体操 ＊コロナウィルス対策により中止

８月１０日 体協だより ４０号発行 予定より時期を先送りし発行

８月２３日 地区体育協会対抗親善ソフトバレーボール大会 十日町総合体育館

９月１３日 地区体育協会対抗親善ソフトテニス大会 信濃川運動公園テニスコート

９月１３日 新座体協秋季クリーン大作戦

１０月１８日 公民館まつりタイアップ行事 ＊コロナウィルス対策により中止

１１月 ３日 第１６回十日町市体育祭 ＊コロナウィルス対策により 規模縮小

１１月２９日 第１５回秋季新座地区民レクリエーションフェスティバル

ビーチボールバレー大会 十日町中学校体育館 ＊講師による講習あり

１１月２９ 日 地区体育協会対抗親善バドミントン大会 十日町総合体育館 不参加

２０２１年

１月 ２日 第４２回大会新雪ジョギングマラソン大会 ＊コロナウィルス対策により中止

１月２２日 十日町市スポーツ 協会新年会 ＊コロナウィルス対策により中止

２月 ５日 第2回執行部会

総会準備・事業報告・決算報告・次年度事業計画・次年度予算 作成

３月１９日 第2回理事会

総会準備・事業報告・決算報告・次年度事業計画・次年度予算 協議

３月２６日 会計監査

＊コロナウィルス対策等により開催事業が少なく、執行部会・理事会共に2回の開催となりました。



【収入の部】

項目 予算額 前年度決算額

繰越金 ¥268,597 ¥337,069 ▲ ¥66,640

第１区 ¥40,000 第２区 ¥40,000

第３区 ¥47,500 第４区 ¥63,000

本町７ ¥55,000 三和町 ¥20,000

新座地区振興会 ¥60,000 七和地区振興会 ¥40,000

スポーツ協会事業補助金 ¥50,000 十日町地域振興連合会 ¥40,000

スポーツ協会活動分配金 ¥30,000

諸収入 ¥2 ¥2 ¥0 預金利息

合計 ¥754,099 ¥555,071 ¥200,860

【支出の部】

項目 予算額 前年度決算額

フェステバル
グランドゴルフ大会 ¥55,000

フェステバル
ソフトバレーボール大会 ¥80,000

公民館祭り ¥10,000 地区対抗親善球技大会 ¥30,000

クリーン作戦 ¥4,000救急法講習会 ¥3,000

ラジオ体操講習会 ¥3,000

卓球クラブ ¥7,500 新座ソフト野球クラブ ¥15,000

テニスクラブ ¥15,000 七丁目野球クラブ ¥15,000

マラソンクラブ ¥15,000 新座叡新会ゲートボール ¥7,500

親善ソフトバレーボール大会 ¥6,500 親善ソフトボール大会 ¥6,500

市長杯野球（七和） ¥6,500 テニスクラブ ¥6,000

市長杯野球（新座） ¥6,500 親善バトミントン大会 ¥3,250

地区体協打ち合わせ会 ¥10,000 体協だより ¥10,000

理事会 ¥5,000 新座体協役員会 ¥30,000

十日町市スポーツ協会体育祭 ¥20,000 十日町市スポーツ協会新年会 ¥20,000

事務用品 ¥2,000 雪祭り陣中見舞い ¥8,000

事務会計活動費 ¥20,000 印刷費 ¥13,000

会議費 ¥40,000 ¥23,380 ¥16,620 監査会 ¥15,000 総会 ¥25,000

分担金 ¥6,220 ¥6,220 ¥0 十日町市スポーツ協会

育成費 ¥30,000 ¥30,000 ¥0 Ｅ－Ｒｅｘ

奨励費 ¥20,000 ¥20,600 ▲ ¥600 表彰盾

予備費 ¥224,629 ¥0 ¥224,629

合計 ¥754,099 ¥286,474 ¥467,625

補助金 ¥220,000 ¥218,000 ¥2,000

令和3年度新座地区体育協会予算書

増減（▲は減） 適　　　　　　用

後援会費 ¥265,500 ¥0 ¥265,500

¥185,000 ¥85,632

増減（▲は減）

¥99,368

適　　　　　　用

事業費

事務局費 ¥138,000 ¥76,642 ¥61,358

大会参加費 ¥35,250 ¥6,500 ¥28,750

¥37,500¥75,000補助金 ¥37,500

２０２１年度（令和３年度） 新座地区体協 事業計画書

２０２１年

４月１１日 ２０２１年度新座体協総会 *コロナウィルス感染症により中止

４月 日 新座地区振興会総会 *コロナウィルス感染症により中止

４月 日 七和地区振興会総会 *コロナウィルス感染症により中止

４月２９日 クリーン作戦参加（十日町市主催） *コロナウィルス感染症により中止

５月 ７日 第１回執行部会 年間活動計画決定

５月 ９日 新座体協春季クリーン大作戦 *コロナウィルス感染症により中止

５月 日 地区体協打ち合わせ会（吉田地区 体協） *コロナウィルス感染症により中止

５月２３日 第１６回春季新座地区民レクリエーションフェスティバル

グランドゴルフ大会 十日町中学校グラウンド *コロナウィルス感染症により中止

５月３０日 城山グリーンウォーク *コロナウィルス感染症により中止

６月 ４日 救急法講習会 新座コミュニティーセンター *コロナウィルス感染症により中止

６月１１日 第１回理事会 （総会代替）コロナウィルス感染症により時期を遅らせての開催

令和３年度新座体協の活動方針について

令和３年度活動細部計画・役割分担について

新雪ジョギングマラソン大会の終了 について

ラジオ体操教室について

６月 ６日 地区体育協会対抗親善ソフトバレーボール大会 *コロナウィルス感染症により中止

月 日 地区体育協会対抗親善ソフトテニス大会 河川敷テニスコート 現況未定

７月 ４日 地区体育協会対抗親善ソフトボール大会 河川敷野球場

コロナウィルス感染症により不参加

７月１０日 体協だより ４１号発行 総会資料等の掲示

７月２６日 ラジオ体操教室 新座地区コミセン駐車場

ラジオ体操教室 七和地区 高架橋下 ７月２７日

８月 日 第１２回市民ラジオ体操（未定）

９月１７日 第２回執行部会

１０月 日 第１７回市民スポーツ大会

第１７回十日町市体育祭

１０月 ８日 第２回理事会

第１６回秋季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・ 公民館まつり タイアップ行事計画について

１０月１０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・グランドゴルフ

１１月２８日 第１６回秋季新座地区民レクリエーションフェスティバル

ビーチボールバレー大会 十日町中学校体育館

１１月 日 地区体育協会対抗親善バドミントン大会 十日町総合体育館

２０２２年

１月 日 十日町市体育協会新年会

２月 ４日 第３回執行部会

３月１８日 第３回理事会

次年度総会に向けて

月 日 会計監査

＊５月２１日の会議にて、新雪ジョギングマラソン大会は今後開催しない方向に決まりました。

長きに渡りご苦労様でした。

また今後、新たな事業が開催された際には、ご協力をお願い致します。
～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！



写真は昨年１１月２９日　秋季新座地区民レクリエーションフェスティバル（ビーチボールバレー大会）

1 関口友太(ゆうた)さん（十日町高校 3年生 三和町）

第1回新潟県記録会 1500ｍ 1位（県高校新）

2 桑原侑大(ゆうた)さん（十日町中学校 3年生 １区）

第24回新潟県中学相撲大会 優勝

3 本間遥菜(はるな)さん（十日町中学校 3年生 ３区）

第30回新潟県中学駅伝大会 優勝

4 正野千夏(ちなつ)さん（十日町中学校 3年生 ４区）

第30回新潟県中学駅伝大会 優勝

5 羽鳥 優(ゆうし)さん（十日町中学校 2年生 ４区）

新潟県柔道新人体重別大会 50キロ級 ５位

6 徳永 迅(じん)さん（十日町中学校 2年生 7-2）

新潟県中学生フットサル大会 3位（北信越大会出場）

7 樋口まりん さん（東小学校 4年生 ４区）

郡市小学生柔道大会 優勝

8 若月 泉(いずみ)さん（東小学校 6年生 7-2）

第10回新潟県小学生陸上競技大会 ４×100ｍリレー ３位

9 大渕佑磨(ゆうま)さん（東小学校 6年生 ４区）Ｅ-Ｒex所属

10 越井 翔(かける)さん（東小学校 6年生 ３区）Ｅ-Ｒex所属

11 樋熊豪太(ごうた)さん（東小学校 6年生 7-1）Ｅ-Ｒex所属

12 山本好騎(よしき)さん（東小学校 6年生 ４区）Ｅ-Ｒex所属

13 富井翔勇(しょうゆう)さん（東小学校 6年生 7-2）Ｅ-Ｒex所属

市民スポーツ大会ライオンズクラブ杯 優勝

＊学校･学年は2020年度現在です。

２０２０年度 優秀選手 体協表彰者
表彰式（総会）は中止されましたが、表彰盾はお届けいたしました。おめでとうございます！


