
２０２２年度　新座地区体育協会　役員名簿 

令和３年度の新座地区体協総会が４月15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、新体制で令和４年度の活動がスタートいたしました。

役員改選では、旧副会長の樋熊一茂さんが新会長に選任され、前会長の波形和弘さんは顧問に就任されました。

令和４年度スタートに向けて 新座地区体育協会
会長 樋熊 一茂

向暑の候、皆様におかれましては益々ご清祥の事とお慶び申し上げます。

平素は新座地区体育協会活動に格別のご理解とご協力を賜りまして厚くお礼申し上げます。

この度、前任の波形会長の後を受け、会長を務めることになりました樋熊一茂と申します。

未熟者ではありますが、今まで築き上げた実績を継ぎ、精一杯つとめさせていただきますので、

どうかお力添えをお願い申し上げます。

今までの事業の他に、様々なイベントを企画しより多くの皆様からスポーツを楽しみ健康で

楽しく生活するお手伝いができたら幸いです。また、地域の宝である子供達も色々なスポーツ

で全国大会を目指し頑張っていますので、地域全体で応援していきたいと思っております。

新座地区が益々元気にな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。

令和４年度の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 樋熊 一茂 （2区）市スポ協理事 新任
副会長 村山 豊和 （2区）

〃 越井 範行 （3区）公民館長

〃 嶋倉 武文 （3区） 新任

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）

〃 庭野 賢和 （3区） 新任

〃 大島 仁 （4-2区）

〃 桑原 美雪 （1区）

〃 大津 吾郎 （三和町）

女性理事 小林 夏子 （3区）

〃 村山 加代子（4-1区） 新任

事務局（全般）根津 具隆 （1区）

（広報）関田 修 （2区）

（会計）羽鳥 幸治 （4-2区） 新任

監 事 桒原 征隆 （1区） 新任

〃 庭野 伸正 （3区） 新任

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

〃 波形 和弘 （三和町）前会長 新任

理 事 新座振興会 桑原 英樹 （4-1区）

〃 七和振興会 丸山 公一 （三和町） 新任

〃 新座野球・ソフト 大渕 勝 （4-2区） 新任

〃 7丁目野球 庭野 康 （三和町）

〃 ソフトテニス 鈴木 克志 （1区）

〃 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）

〃 小川 康男 （3区） 新任

〃 ４ 区 ◎越村 柊介 （4-2区） 新任

〃 村山 成明 （4-1区）

〃 ７－１ ◎村山 浩 （7-1） 新任

〃 ７－２ ◎高橋 一志 （7-2） 新任

〃 三和町 ◎水落 真人 （三和町）

中林 将志 （三和町）

◎印は各区代表理事

しんざ地区
新座・本町７・三和町

だより No.42
令和4年6月１０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 ¥268,597 ¥268,597 ¥0

第１区 ¥40,000 第２区 ¥40,000

第３区 ¥40,000 第４区 ¥63,000

本町７ ¥62,500 三和町 ¥22,000

新座地区振興会 ¥60,000 七和地区振興会 ¥40,000

スポーツ協会活動分配金 ¥43,000 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 ¥754,099 ¥769,099 ¥15,000

【支出の部】

項目 予算額 決算額
春季レクリエーションフェスティバル

グランドゴルフ大会 ¥0
秋季レクリエーションフェスティバル

ビーチバレーボール大会 ¥77,110

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 ¥3,750 救急法講習会 ¥0

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 七丁目野球クラブ ¥15,000

マラソンクラブ ¥15,000
新座叡新会
ゲートボールクラブ ¥7,500

親善ソフトバレーボール大会 ¥0 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 ¥3,000

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 ¥11,770

理事会 ¥0 新座体協役員会 ¥36,504
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 ¥14,730

役員選考会 ¥10,300

会議費 ¥40,000 ¥7,425 ▲ ¥32,575 監査会 ¥7,425 総会 ¥0

分担金 ¥6,220 ¥6,220 ¥0 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 ¥20,000 ¥20,700 ¥700 表彰盾 ¥20,700

予備費 ¥224,629 ¥10,000 ▲ ¥214,629 インターハイ（相撲）応援金 ¥10,000

合計 ¥754,099 ¥329,747 ▲ ¥424,352

¥769,099 （収入合計） - ¥329,747 （支出合計）　　　＝ ¥439,352 （次年度繰越金）

監事

監事

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

増減（▲は減） 摘　　　　要

後援会費 ¥265,500 ¥267,500 ¥2,000

補助金 ¥220,000 ¥233,000 ¥13,000

大会参加費 ¥35,250 ¥3,000 ▲ ¥32,250

補助金 ¥75,000 ¥75,000 ¥0

令和　　４年　３月　２３日
　　　　村山　　浩　　　　　㊞　

　　　　水落　　学　　　　　㊞　

事務局費 ¥138,000 ¥93,542 ▲ ¥44,458

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） 摘　　　　要

事業費 ¥185,000 ¥83,860 ▲ ¥101,140

２０２１年度（令和３年度）新座地区体協事業報告書

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

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

７月２７日 ラジオ体操教室七和地区高架橋下

８月 ４日 第１２回市民ラジオ体操

９月１７日 第２回執行部会

９月２６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

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 第１７回市民スポーツ大会

第１７回十日町市体育祭

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 ＊コロナウィルス感染症により中止

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

１２月 ５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

２０２２年

１月２８日 十日町市体育協会新年会 ＊コロナウィルス感染症により中止

２月１７日 第３回執行部会

３月１７日 第３回理事会

次年度総会に向けて

３月２３日 会計監査



【収入の部】

項目 予算額 前年度決算額

繰越金 ¥439,352 ¥268,597 ¥170,755

第１区 ¥40,000 第２区 ¥40,000

第３区 ¥40,000 第４区 ¥63,000

本町７ ¥62,500 三和町 ¥22,000

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 ¥43,000 十日町地域振興連合会 ¥40,000

スポーツ協会活動分配金 ¥50,000

諸収入 ¥2 ¥2 ¥0 預金利息

合計 ¥939,854 ¥769,099 ¥170,755

【支出の部】

項目 予算額 前年度決算額

春季レクリエーションフェスティバル

グランドゴルフ大会 ¥80,000
秋季レクリエーションフェスティバル

ビーチバレーボール大会 ¥100,000

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 ¥8,000 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 ¥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 ¥12,000

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 ¥30,000

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 ¥15,000

会議費 ¥40,000 ¥7,425 ¥32,575 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 ¥6,220

育成費 ¥30,000 ¥30,000 ¥0 Ｅ－Ｒｅｘ ¥30,000

奨励費 ¥30,000 ¥20,700 ¥9,300 表彰盾 ¥30,000

予備費 ¥327,384 ¥10,000 ¥317,384

合計 ¥939,854 ¥329,747 ¥610,107

補助金 ¥233,000 ¥233,000 ¥0

令和４年度新座地区体育協会予算書

増減（▲は減） 摘　　　　要

後援会費 ¥267,500 ¥267,500 ¥0

¥234,000 ¥83,860

増減（▲は減）

¥150,140

摘　　　　要

事業費

事務局費 ¥162,000 ¥93,542 ¥68,458

大会参加費 ¥35,250 ¥3,000 ¥32,250

¥0¥75,000補助金 ¥75,000

２０２２年度（令和４年度） 新座地区体協 事業計画書

２０２２年

４月１５日 ２０２２年度新座体協総会（優秀競技者表彰）役員のみで開催

４月 日 新座地区振興会総会コロナウィルスにより中止

４月 日 七和地区振興会総会コロナウィルスにより中止

４月２９日 クリーン作戦（十日町市主催）コロナウィルスにより中止

５月 ６日 第１回執行部会

年間活動計画決定

５月１３日 地区体協打ち合わせ会（当番地区：川治地区体協）

５月２０日 第１回理事会

令和4年度新座体協の活動方針について

令和4年度活動細部計画・役割分担について

ラジオ体操教室について

５月２２日 新座体協春季クリーン大作戦

５月２９日 第１７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

６月 日 城山グリーンウォーク（新座地区振興会主催）

６月 ３日 救急法講習会新座コミュニティーセンター

６月 ５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

６月１０日 体協だより４２号発行

６月１２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市総合体育館

７月 ３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

７月２５日 ラジオ体操教室新座地区コミセン駐車場

７月２６日 ラジオ体操教室七和地区高架橋下

８月 日 第１３回市民ラジオ体操

９月１６日 第２回執行部会

下半期活動計画

１０月１０日 第１８回市民スポーツ大会

第１８回十日町市体育祭

１０月 ７日 第２回理事会

第１７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 ９日 新座体協秋季クリーン大作戦

１０月 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２０日 地区体育協会対抗親善バドミントン大会十日町市総合体育館

１１月２７日 第１７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

２０２３年

１月 日 十日町市体育協会新年会

２月１７日 第３回執行部会

理事会準備

３月１７日 第３回理事会

次年度総会に向けて

３月 日 会計監査

＊空欄は現状未定です

～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！



1 桑原 侑大（ゆうた）さん（十日町高校1年生1区）

新潟県高校秋季相撲大会中量級優勝(選抜大会出場)

2 樋口 空（そら）さん（津南中等教育学校5年生4区）

全国高校総合体育大会（北信越インターハイ）相撲団体戦

3 樋口 陽（よう）さん（津南中等教育学校3年生4区）

郡市柔道大会優勝

4 根津 煌大（こうた）さん（十日町中学校3年生1区）

新潟県中学生ソフトテニスシングルス大会3年生Ｂ優勝

5 羽鳥 優（ゆうし）さん（十日町中学校3年生4区）

第６７回中越地区中学校柔道大会55kg級第3位

6 登坂 一喜（いつき）さん（東小学校5年生7-1）

新潟県スポーツ少年団バドミントン大会個人戦優勝

7 児玉 充（みつる）さん（東小学校5年生三和町）

第36回わんぱく相撲十日町場所5年男子の部優勝

8 樋口 まりん さん（東小学校5年生4区）

第1回クロアチアカップ柔道大会（団体戦）優勝

9 根津 彩羽（いろは）さん（東小学校3年生1区）

2021全日本一輪車マラソン大会20インチ10ｋｍ小学3～4年生第3位

10 樋熊 陸音（りくと）さん（東小学校6年生7-2）Ｅ-Ｒexメンバー

11 水落 輝人（がくと）さん（東小学校6年生2区）Ｅ-Ｒexメンバー

12 樋熊 奏斗（かなと）さん（東小学校6年生3区）Ｅ-Ｒexメンバー

13 星野 光伸（こうしん）さん（東小学校6年生4区）Ｅ-Ｒexメンバー

ナガセケンコー杯争奪郡市学童野球大会優勝

＊学校･学年は2021年度現在です。

２０２１年度 優秀選手 体協表彰者
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！


