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 第１号議案  平成２９年度活動内容報告 

 

    １  年間の主な活動 
 

日付 小学生 一般・シニア 

4 月 ハンドボール教室 ２回 一般技術交流会 ２回 

5 月 ハンドボール教室 ４回 一般技術交流会 ３回 

6 月 
ハンドボール教室 ２回 

●愛知県小学生ハンドボール交流会（全学年） 

一般技術交流会 ２回 

公認Ｊ級指導員養成講習会 

7 月 ハンドボール教室 ３回 一般技術交流会 ２回 

8 月 
ハンドボール教室 ２回 

JHL 選手・スタッフ派遣 

一般技術交流会 １回 

●全国ﾏｽﾀｰｽﾞﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ大会   【豊橋市】 

9 月 ハンドボール教室 ４回 
一般技術交流会 ２回 

●一宮市民ハンドボール大会（成人男子） 

10 月 

ハンドボール教室 ６回 

日本ハンドボールＬエスコートキッズ参加（～2月） 

●豊田市小学生交流会（豊田市） 

一般技術交流会 ２回 

●愛知ｽﾎﾟｰﾂﾚｸﾘｴｰｼｮﾝﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 

（成人男子・シニア）  

11 月 

ハンドボール教室 ５回 

●豊田合成杯小学生大会（全学年） 

●笠松カップ （高学年）   【岐阜県】  

一般技術交流会 ２回 

12 月 
ハンドボール教室 ３回 

●本田カップ（高学年男子）【三重県】 

一般技術交流会 1 回 

●豊田合成杯大会 (成人男子・シニア） 

●東海ﾏｽﾀｰｽﾞﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ大会 【静岡県】 

1 月 ハンドボール教室 ７回 一般技術交流会 ２回 

2 月 

ハンドボール教室 ６回  

合宿（高学年） 

●愛知県小学生ハンドボール大会（高学年男女） 

一般技術交流会 ２回  

3 月 

ハンドボール教室 ３回 

６年生 卒団式 

●ＭＨＣ杯（高学年・低学年） 【岐阜県】  

一般技術交流会 ２回 

●交流会参加（大垣ハンドボール主催） 

     （トピックス） 

・ ＪＨＬ：ジュニアハンドボールリーグ  豊田合成ジュニアとして参加 

・ ９月より小学生夕方練習開始 

・ 愛知県小学生ハンドボール大会に参加 

・ 笠松ＨＣと合同チームで本田カップに参加 

・ 豊田合成杯で一般男子優勝  



　第2号議案

収支決算

収入の部
項　目 予算額 収入額 差　額 備　　　考

１．事業収入
　
  ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ教室
　ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ技術交流会
  TG杯争奪ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ大会

¥1,435,000 ¥1,248,000

会費収入
　ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ教室　技術交流会
　大会参加費、体育協会補助金など
　合宿費

  商品売上 ¥393,650 Tシャツ・ﾄﾚｰﾅｰ購入販売

当期収入合計 ¥1,435,000 ¥1,641,650 ¥206,650

前期繰越差額 ¥487,842 ¥487,842 ¥0

収 入 合 計 ¥1,922,842 ¥2,129,492 ¥206,650

支出の部
項　目 予算額 支出額 差　額 備　　　考

１．事業費

　ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ教室
　ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ技術交流会
  TG杯争奪ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ大会

¥564,992
登録料、大会参加料　・備品・道具代
会場・照明代・合宿など

　商品仕入れ ¥461,450 ・商品在庫（Ｔシャツ22枚、ﾄﾚｰﾅｰ5着）

２．管理費
　消耗品費
　連絡・通信費
　雑費　交通費
　謝礼
　会議費

¥275,000 ¥655,948 ¥380,948

・過去に未計上の通信費を計上しました。
(156千円）

３．予備費 ¥82,000 ¥0 ¥-82,000

当期支出合計 ¥1,342,000 ¥1,682,390 ¥340,390

トピックス

　・Ｔシャツ、トレーナーのデザインを変更しました。（商品仕入れ・売上げ）

　・収入は予算より約＋20万円でした。支出は対予算に対し+34万円でした。繰越金は前期比△40,740円と減額に

　　なりました。

　・平成29年でユニフォーム購入を予定しましたが、翌年購入とします。

平成　　年　　月　　日 監査委員 印        

平成　　年　　月　　日 監査委員 印        

¥1,682,390
¥447,102

2017年3月１日から2018年2月末日まで

¥206,650

¥985,000 ¥41,442

平成２９年度の会計について監査を執行し、収入・支出ともに正確に記帳整理されており、帳簿・証拠書類の
保管は完全であることを認める。

会 計 監 査 報 告

平成29年度　会計収支決算書

収入総額
支出総額
差引残高

¥2,129,492



   第３号議案 

      平成３０年度 役員選出について 

新役員承認について 

          会長      森 誠子 

会計           森 康洋 

          事務局長        中野 真司  

事務局員        朝倉 翔太  則竹 涼  崎山 忍  森 真由美 

         監事      伊藤 孝男（体育協会・教育委員会担当） 

          その他の理事    半田 信吾   高間 正信   竹田 亨 

後藤 将成   加藤 佳樹 

      スタッフ  木全 健 日比野 孝夫 

保護者スタッフ  三鬼真理子 大迫加奈子 

 

 

  第４号議案 

    平成 30 年度の主な予定 

 

① 主な活動場所について 

    主な活動は豊田合成健康管理センターで、他稲沢市内体育館で行います。 

 

② 豊田合成杯ハンドボール大会開催について 

  第７回豊田合成杯小学生ハンドボール大会      １１月２３日 ＴＧアリーナ 

  第７回豊田合成杯ハンドボール大会(（一般男子・一般女子）   

 

  ③ 大会への参加について 

  （小学生） 

1) 愛知県小学生ハンドボール交流会（低学年 高学年） ６月   

2) 東海地区少年少女ハンドボール大会（三重県）    ９月  

3) 笠松カップ （高学年）  １１月 

4) 愛知県小学生ハンドボール大会 ２月 

5) 岐阜ジュニアハンドボール大会（低学年 高学年） ３月 

6) 豊田市小学生ハンドボール交流会 （定期開催） 

  （一般） 

1) 全日本マスターズ大会（山口）   ８月 

2) 東海マスターズハンドボール大会 １２月 

3) 愛知スポーツレクリエーションフェスティバル（一般男子・女子・シニア） １０月 

 

④ 合宿 

技術向上を目的として合宿を行います。 

 



　第５号議案

稲沢市ハンドボール協会

収入の部
項　目 予算額 備　　　考

１．事業収入
　
  ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ教室
　
  ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ技術交流会
　
  TG杯争奪ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ大会

¥1,255,000

会費収入：
　ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ教室・技術交流会
　保険料

主催大会３回（小学生・一般男子・女子）
：大会参加費、体育協会補助金など

　商品売上 ¥150,000

当期収入合計 ¥1,405,000

前期繰越差額 ¥447,102

収 入 合 計 ¥1,852,102

支出の部
項　目 予算額 備　　　考

１．事業費 ¥1,195,000

　①教室・技術交流会運営費 (¥570,000)
保険料、体育館使用料、登録料、大会参加
料、備品・道具代、審判更新費など

　②合宿 (¥20,000) 合宿予備費

　③主催大会運営費 (¥55,000) 大会準備費

　④ユニフォーム購入費 (¥400,000) 小学生男女

　⑤商品売上 (¥150,000) 小学生男女

２．管理費 ¥420,000 消耗品・通信費・会議費・報償費など

３．予備費 ¥80,000

当期支出合計 ¥1,695,000

2018年4月１日から2019年3月31日まで

平成30年度　事業予算書


