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 第１号議案  平成３０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 ５回 

○豊田市技術交流会 

一般技術交流会 ３回 

※審判講習会参加 

5 月 
ハンドボール教室 ５回 

○豊田市技術交流会 
一般技術交流会 ２回 

6 月 
ハンドボール教室 ３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 

○大垣クラブ交流会（マスターズ） 

※公認Ｊ級指導員養成講習会 

7 月 
ハンドボール教室 ０回 

※豊田合成ﾌﾞﾙｰﾌｧﾙｺﾝイベント参加 

一般技術交流会 ２回 

●羽島郡大会（一般男子・マスターズ） 

8 月 
ハンドボール教室 １回 

JHL 選手・スタッフ派遣【石川県】 

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【山口県】 

9 月 
ハンドボール教室 ４回 

●東海地区ハンドボール大会予選（高学年） 
一般技術交流会 ４回 

10 月 

ハンドボール教室 ７回 

日本ハンドボールＬエスコートキッズ参加（～2月） 

●東海地区ハンドボール大会（男子）【津市】 

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 １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 4 回 ＆夕方練習数回 

○岐阜 MHC 主催 練習試合 

一般技術交流会 ２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 【岐阜県】 

1 月 ハンドボール教室 ３回 ＆夕方練習数回 一般技術交流会 ２回 

2 月 

ハンドボール教室 ２回  ＆夕方練習数回 

合宿（高学年） 

●愛知県小学生ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ大会（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 

●岐阜ＭＨＣ杯（高学年・低学年） 【岐阜県】  

一般技術交流会 ２回 

備考 

教室（高学年）  ：３～４回／月 ＋ 試合 

          秋以降夕方練習 

教室（低中学年） ：２～３回／月 

技術交流会：２６回 

体育館予約の都合上、土曜日開催が多くな

りました。 

     （トピックス） 

・ 小学生高学年が豊田合成ジュニア一員としてジュニアリーグ東日本地区大会に参加 

・ 愛知県ハンドボール協会主催の小学生大会（３回）すべてに参加 

・ 小学生男子が東海地区ハンドボール大会本選（津市）に出場 

・ 豊田合成杯で一般男子優勝 小学生女子優勝  



　第2号議案

収支決算

収入の部
項　目 予算額(a) 収入額(b) 差額 (b-a) 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 ¥1,560,500

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

  商品売上 ¥150,000 ¥127,400 Tシャツ・ﾄﾚｰﾅｰ購入販売

当期収入合計 ¥1,405,000 ¥1,687,900 ¥282,900

前期繰越差額 ¥447,102 ¥447,102 ¥0

収 入 合 計 ¥1,852,102 ¥2,135,002 ¥282,900

支出の部
項　目 予算額(a) 支出額(b) 差額 (b-a) 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

¥1,045,000 ¥808,811
登録料、大会参加料　・備品・道具代
会場・照明代など
ユニフォーム購入（2セット）

　商品仕入れ ¥150,000 ¥167,184 Tシャツ

２．管理費
　消耗品費
　連絡・通信費
　雑費　交通費
　謝礼
　会議費

¥418,000 ¥567,481 ¥149,481

３．予備費 ¥82,000 ¥0 ¥-82,000

当期支出合計 ¥1,695,000 ¥1,543,476 ¥-151,524

トピックス

　・平成30年度は、小学生高学年会費を年3,000円値上げしました。また中学生会員が予定より多かったため、

　　収入が予算額より増えました。

　・小学生用ユニフォームを2セット購入しました。（26.6万円）。予算は40万円計上していたため、事業支出費は

　　予算より22万円少なくなりました。結果、支出は約15万円少なくなりました。

平成　　年　　月　　日 監査委員 伊藤　孝男　　　　　　　印     　   

平成　　年　　月　　日 監査委員 印        

¥591,526

2018年3月１日から2019年2月末日まで

¥282,900

¥-219,005

平成３０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30年度　会計収支決算書

収入総額
支出総額
差引残高

¥2,135,002
¥1,543,476



   第３号議案 

      平成３１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 崎山 忍  森 真由美 小島正人 

           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   藤堂聖二  

      スタッフ  木全 健 日比野 孝夫 

保護者スタッフ  大迫加奈子 八木恵美子 

 

  第４号議案 

    平成 31 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 8 回豊田合成杯小学生ハンドボール大会      豊田合成アリーナ 

  第 8 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（北海道）  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 創立１０周年記念イベントについて 

稲沢市ハンドボール協会は今年で創立１０年を迎えます。つきましては記念イベントの開催を予

定しています。 

日時：１２月１５日 

 



　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

¥1,253,000
会費収入：小学生40人　一般35名
　ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ教室・技術交流会
　保険料

  TG杯争奪ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ大会 ¥140,000
主催大会2回（小学生・一般男子）
：大会参加費、体育協会補助金など

  商品仕入れ ¥150,000 Tシャツ・パーカー

当期収入合計 ¥1,543,000

前期繰越差額 ¥591,526

収 入 合 計 ¥2,134,526

支出の部
項　目 予算額 備　　　考

１．事業費 ¥855,000

　①教室・技術交流会運営費 (¥645,000)
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主催大会運営費 (¥60,000) 大会準備費

　③商品仕入れ (¥150,000) Tシャツ・パーカー

２．管理費 ¥550,000 通信費・会議費・謝礼・交通費など

３．予備費 ¥80,000

当期支出合計 ¥1,485,000

翌期繰越予算 ¥649,526

（トピックス）

　・小学生会費を値上げを提案します。

　　　　高学年　：1,250円/月(登録費込）   →　2,000円/月

　　　　低中学年：1,000円/月（登録費込）  →  1,500円/月

　・小学生会費は値上げしますが、収入は前年比より減を想定しています。

　・一昨年のTシャツデザイン変更、昨年のユニフォーム購入のように大きな支出は想定していません。

　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上

2019年3月１日から2020年2月末日まで

平成31年度　事業予算書


