
 

             稲沢市ハンドボール協会 平成２４年度総会 

 

                                                  平成２４年３月１１日 

                                                  於：豊田合成体育館 

 

 

   １ 会長挨拶 

 

   議事次第 

 

   ２ 報告事項 

 

     ① 第１号議案   平成２３年度活動内容報告  

 

       ② 第２号議案   平成２３年度決算報告 

 

   ３ 討議事項 

 

       ① 第３号議案   平成２３年度役員選出について 

 

       ② 第４号議案   平成２４年度の主な予定 

 

① 夏合宿について 

② 各種大会参加 

③ 第１回稲沢市長杯争奪ハンドボール大会について 

④ 保険料の変更について 

 

 

    ③ 第５号議案      平成２４年度予算案について 

 

   ４ その他 

 



 

   第１号議案  平成２３年度活動内容報告 

 

   平成２３年３月１３日 第二回総会                   豊田合成体育館 

 

            ５月９日～      ＮＰＯ総合型育成事業参加                祖父江体育館 

                             （１０回講座） 

 

            ６月１９日        愛知県小学生大会               愛知県体育館 

 

            ８月１９日・２０日   夏合宿         国立若狭湾青少年自然の家 

 

     ８月２1日・２８日        名古屋市民スポーツ大会         名古屋市体育館 

 

            ８月２３日        日韓スポーツ交流会                     東海市体育館 

 

            ８月２７日  東海地区少年少女ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ大会代表選考会  名古屋市体育館 

 

           １０月３日～  ＮＰＯ総合型育成事業参加             祖父江体育館 

                             （１０回講座） 

 

１０月１６日 東海ﾌﾞﾛｯｸＵ－１５ｸﾗﾌﾞﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ大会  多治見市総合体育館 

 

            １０月２３日・３０日  愛知ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ      ブラザー体育館 

             

     １１月６日        笠松カップ               笠松町総合会館 

 

１２月４日    稲沢市ハンドボール大会             豊田合成体育館 

 

 

 

 





平成24年3月11日

項　　目 金　　額 説　　明

会費、ｽｸｰﾙ受講料 \550,200 小中学生（５０名）、一般（４３名）

大会参加費 \32,000 稲沢市ハンドボール大会　参加費

計 \582,200

保険料 \97,972

会場・照明代 \3,200 稲沢西中学校体育館

愛知県協会登録費用 \26,677 チームおよび役員登録費用

大会参加料 \22,000 小中学生および一般の大会

備品・道具代 \133,789 ｹｰｽ、ｹﾞｰﾑﾍﾞｽﾄ、ﾎｲｯｽﾙなど

消耗品費 \15,500 ﾃｰﾋﾟﾝｸﾞ、ｶｰﾄﾞｹｰｽなど

連絡・通信費 \6,300 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ登録費用

雑費 \5,968 振込手数料、コピー代など

各種資格取得費用 \35,100 J級指導者・D級審判取得

会議費 \10,870

交通費 \19,631

合宿予備費 \10,000

事務用品費 \3,640 鉛筆、ボールペンなど

合宿バス代 \64,150

計 \454,797

\127,403

平成２３年　会計決算書平成２３年　会計決算書平成２３年　会計決算書平成２３年　会計決算書

差　引　残　高

収
　
　
　
　
入

支
　
　
　
　
出



 

    第３号議案 

 

      平成２４年度役員選出について 

 

新役員承認について 

           理事 

           会長      森 誠子 

           副会長           木全 健 

           会計      日比野孝夫 

           事務局長    伊藤孝男 

           事務局員         春日井裕紀  棚橋映友  朝倉翔太  福井一貴 

           監事      早川真澄     稲垣 泰 

           その他の理事     半田信吾  佐藤豪洋   関 豪 ※後藤将成（まさなり） 

 

    第４号議案 
 

   平成２４年度の主な予定 

 

   ① 夏合宿について 

      期日 平成２４年８月１８日（土）１９日（日）１泊２日 

      場所 若狭少年自然の家 （体育館有り、海有り、おいしい食事有り） 

      基本料金 

        １泊４食 小学生  食事２０６０円  部屋代２５０円 シーツ代２００円 

                 中学生以上   食事２１６０円    部屋代２５０円  シーツ代２００円 

                 小中学生は約５０００円。一般は７０００円を予定してください。 

 

   ② 各種大会参加について 

       今年よりも多くの大会に参加する予定です。（６月愛知県小学生大会他） 

 

 ※③  第１回稲沢市長杯争奪ハンドボール大会 

       期日 ９月 １０月 １１月のいずれか（未定） 

             一般の部のみか小中学生の部も入れるか未定。 

             日本リーグの開催日に開会式を当てる予定。 

             大会を２日開催にするか、２会場にするか未定。 

             稲沢市ハンドボール協会一般会員は全員役員の予定。 

小中学生の保護者も役員になっていただくことになると思う。（未定） 

 

④ 保険料の変更について 

保険会社の保険料の値上げにともない来年度は以下のようになります。 

・ 小中学生・・・600円 → 800円 

・ 一般会員・・・1600円 → 1850円 



予算額
Ⅰ　　収入の部
　　1　　事業収入
　　　①ハンドボール教室

受講料年会費収入 240,000
保険料収入 32,000 　800円×40名

※小学生30名、中学生10名

　　　②ハンドボール技術交流会
受講料年会費収入 150,000
保険料収入 46,250 　1850円×25名

　　　③稲沢市ハンドボール協会主催大会
大会参加費収入 48,000

　　　　当期収入合計　（A) 516,250
　　　　前期繰越 135,049
　　　　収入合計　（B) 651,299

Ⅱ　　支出の部
　　1　　事業費
　　　①ハンドボール教室

登録費用 25,000
資格更新費用 20,000
保険料 32,000 　８00円×４0名
大会参加料 15,000
会場・照明代 20,000
備品・道具代 50,000

　　　②ハンドボール技術交流会
保険料 74,000 　1850円×４0名
会場・照明代 20,000
備品・道具代 50,000

　　　③夏合宿 10,000 　※合宿予備費として
　（夏合宿費用は別途集金する）

　　　④稲沢市ハンドボール協会主催大会 30,000 　※大会準備費として

　　事業費支出合計 346,000

　　2　　管理費
　　　 消耗品費 15,000
       連絡通信費 20,000
       雑費 25,000
       事務用品費 5,000
       交通費 20,000
       会議費 20,000

　　管理費支出合計 105,000

　　3　　予備費 30,000
　　　　当期支出合計　（C) 481,000
　　　　当期収支差額　（A) - （C) 35,250
　　　　次期繰越収支差額　（B) - （C) 170,299

　6000円×８チーム

　6000円×40名

　6000円×25名

平成２４度収支事業予算書平成２４度収支事業予算書平成２４度収支事業予算書平成２４度収支事業予算書
2012年1月１日から2012年12月31日まで

稲沢市ハンドボール協会
備考科目


