
             I̊鼈斃災策彩在察作表善霸癩琬琱朮柤G善 

 

                                                  霸癩琬琱朮琯蠻琨琤荳 

                                                  茉瑍ϕ譓遍癩喪に丹 

 

   琨 善憎竚穩 

 

   共同組合征饅¶ 

 

   琬 况胞征慌 

 

     塩 ¶琨偏共同組合贐   霸癩琬琰朮柤┽罰塔廂况胞  

 

       於 ¶琬偏共同組合贐   霸癩琬琰朮柤麑Ô况胞 

 

   琯 チ共同組合征慌 

 

       塩 ¶琯偏共同組合贐   霸癩琬琱朮柤櫻満ぬ頓行考広肱 

 

       於 ¶琰偏共同組合贐   霸癩琬琱朮柤貢厨荒制巵 

 

                           塩 咬遍廏行考広肱 

 

                           於 ¶琬憐疒璠覘勢噫災策彩在察作哢善行考広肱 

                              珙慎l貢グ  恠嶌﨟貢グ珩 

                           汚 朮侮┽罰凅盻制巵 

                             儼袿ª荒┽罰凅盻 ϕ譓遍癩喪に丹珙¶琬刷¶琰荳蟀荳珩 

                             朮侮瑄憐 疒璠坤鷺察才珙I̊鼈斃G遍喪に丹珩 

 

    汚 ¶琱偏共同組合贐      霸癩琬琱朮柤制Ô贐 

刷 善’単疹校行考広肱 

 

   琰 稿貢摂 



 

  第１号議案  平成２４年度活動内容報告 

 

    １  新しい活動内容 

 

      ① 第１回ＴＧ杯争奪ハンドボール大会の開催（一般の部のみ） 

 

      ② 稲沢市体育協会加盟 

 

     ２ 年間の主な活動 

 
 

期 日 事 業 名 会 場 備 考 

 ６月１７日（日） 
第１４回愛知県小学生 

ハンドボール大会 

 愛知県体育館 
 

８月１８日（土）  

８月１９日（日） 

夏合宿  若狭青少年自然の家 
 

１０月２１日（日） 

１０月２８日（日） 

愛知スポーツレクリエー 

ションフェスティバル 

（一般） 

 ブラザー工業体育館 
 

 １０月２８日（日） 
Ｕー１５東海ブロック大会 

（中学生） 

鈴鹿スポーツガーデン 

体育館 
 

１１月４日（日） 

１１月１１日（日） 

笠松カップ（小学生）  笠松町総合会館  

 １１月１８日（日） 
ＴＧ杯争奪ハンドボール大会 

（一般男女各７チーム参加） 

豊田合成体育館 

名古屋文理大学体育館 

男子優勝 

ＨＣ稲沢Ｂ 

 

女子準優勝 

ＨＣ稲沢 

(ドラえもんず) 

 ３月９日（土） 
第１１回岐阜ジュニア 

ハンドボール大会 

岐阜ヒマラヤアリーナ 
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項　　目 金　　額 説　　明

会費、ｽｸｰﾙ受講料 \664,600 小中学生（５９名）、一般（４９名）

大会参加費 \73,000 豊田合成杯争奪ハンドボール大会

補助金 \62,600 稲沢市体育協会より

計 \800,200

保険料 \147,014

会場・照明代 \7,600 稲沢西中学校体育館、名古屋文理大

愛知県協会登録費用 \19,512 チームおよび役員登録費用

稲沢市体育協会登録費用 \5,000

大会参加費 \25,000 小中学生および一般の大会

備品・道具代 \182,803 ｹｰｽ、ｹﾞｰﾑﾍﾞｽﾄ、ﾎｲｯｽﾙなど

大会運営 諸費用 \23,558 昼食代、景品代など

Tシャツ代 \17,030 在庫として

消耗品費 \29,161 ﾃｰﾋﾟﾝｸﾞ、ｶｰﾄﾞｹｰｽなど

連絡・通信費 \12,600 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ登録費用

雑費 \12,920 振込手数料、コピー代など

会議費 \50,698

交通費 \65,740

事務用品費 \3,255 鉛筆、ボールペンなど

合宿バス代 \50,461

計 \652,352

差引残高 \147,848

平成平成平成平成２４２４２４２４年度年度年度年度　　　　会計決算書会計決算書会計決算書会計決算書

収
　
　
　
　
入

支
　
　
　
　
出



    第３号議案 

 

      平成２５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        朝倉翔太  鈴木秀斗 福井一貴    春日井裕紀 

           監事      早川真澄  棚橋映友 

           その他の理事    半田信吾  関 豪  後藤将成  稲垣 泰 

 

    第４号議案 

 

   平成２５の主な予定 

   ① 夏合宿について 

      期日 平成２４年８月２４日（土）２５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 第１回ＴＧ杯争奪小学生ハンドボール大会     ９月２８日（土）ＴＧアリーナ 

 

       第２回ＴＧ杯争奪ハンドボール大会        １１月２３日（土）ＴＧアリーナ 

 

 ③ 定例の大会（今年度の日時・場所は予定です。） 

   ア 愛知県小学生ハンドボール交流会 ６月 愛知県体育館 

イ  東海地区少年少女ハンドボール大会県代表選考会 ８月 未定 

   ウ  愛知スポーツレクリエーションフェスティバル １０月 ブラザー工業体育館 

   エ  Ｕー１５東海ブロック大会 １０月 未定 

   オ 笠松カップ １１月 笠松町総合会館 

  カ 愛知県小学生ハンドボール大会 １月 未定 

キ 岐阜ジュニアハンドボール大会 ３月 岐阜ヒマラヤアリーナ 
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４/１４（日）・２８（日） 豊田合成健康管理センター

５/１２（日）・２６（日） 豊田合成健康管理センター

６月 愛知県体育館

６/９（日）・２３（日） 豊田合成健康管理センター

７/１４（日）・２８（日） 豊田合成健康管理センター

８月　 未定

８/１１（日） 豊田合成健康管理センター

８/２４（土） TGアリーナ

８/２４（土）・ ２５（日）
福井県
国立若狭湾青少年自然の家

９/８（日）・２２（日） 豊田合成健康管理センター

９/２８(土)　　 TGアリーナ

１０月 ブラザー工業体育館　

１０月 未定

１０/１３（日） 豊田合成健康管理センター

１１月 笠松町総合会館 

１１/１０（日） 豊田合成健康管理センター

１１/１０（日）

１１/２３（土） TGアリーナ

１１/２４（日） 豊田合成健康管理センター

１２/８（日） 豊田合成健康管理センター

１２/２１（土） TGアリーナ

１月 未定

１/１２（日） TGアリーナ

１/２６（日） 豊田合成健康管理センター

２/９（日） TGアリーナ

２/２３（日） 豊田合成健康管理センター

３月 未定

３/９（日） 豊田合成健康管理センター

３/２２（土） TGアリーナ

ハンドボール教室・一般技術交流会

第２回ＴＧ杯争奪ハンドボール大会

ハンドボール教室（中学生のみ）・一般技術交流会

ハンドボール教室・一般技術交流会・総会

ハンドボール教室・一般技術交流会

ハンドボール教室・一般技術交流会

ハンドボール教室・一般技術交流会

ハンドボール教室・一般技術交流会

ハンドボール教室・一般技術交流会

ハンドボール教室・一般技術交流会

ハンドボール教室・一般技術交流会

稲沢シティーマラソン

第１回ＴＧ杯争奪小学生ハンドボール大会

ハンドボール教室・一般技術交流会

愛知ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ　(一般) 

ハンドボール教室・一般技術交流会

U-15東海ブロック大会　(中学生) 　

第３０回東海地区少年少女ハンドボール大会県代表選考会

ハンドボール教室・一般技術交流会

第１２回岐阜ジュニアハンドボール大会

夏合宿　

ハンドボール教室・一般技術交流会

第４０回愛知県小学生ハンドボール大会

ハンドボール教室・一般技術交流会

※※※※会場会場会場会場のののの都合等都合等都合等都合等によりによりによりにより日程日程日程日程やややや会場会場会場会場がががが変更変更変更変更することがありますすることがありますすることがありますすることがあります。。。。

平成平成平成平成２５２５２５２５年度年度年度年度　　　　稲沢市稲沢市稲沢市稲沢市ハンドボールハンドボールハンドボールハンドボール協会行事日程協会行事日程協会行事日程協会行事日程

ハンドボール教室

笠松カップ

第１５回　愛知県小学生ハンドボール交流会

期　日 会　場

ハンドボール教室・一般技術交流会

行　事

ハンドボール教室・一般技術交流会



 

   第５号議案 

 

    会費値上げについて 

 

    現在  小中学生  ６０００円 ＋ ８００円（保険代）＝６６００円 

 

             一般         ６０００円 ＋ １８５０円（保険代）＝７８５０円 

 

    改定案  小中学生  ７０００円 ＋ ８００円（保険代）＝７８００円 

 

             一般         ７０００円 ＋ １８５０円（保険代）＝８８５０円 

 

     理由 

 

      ① ＴＧアリーナの使用 

         基本的に年間第２・第４日曜日を豊田合成の体育館を使用するが、例年の様子から 

年間５～６回使用できない事情がある。豊田合成の他のクラブとの調整ができない。 

従来は稲沢東高校を借用していたが、他の部活動との兼ね合いもあり、これ以上 

迷惑をかけられないのでＴＧアリーナ（稲沢市総合体育館）を使用することにする。 

 

         ＴＧアリーナの使用料金は冷暖房無しで１５０００円（９時～１７時）使用料金は

発生するが、定期的に会場を押さえられるという長所がある。 

会員数も増え、不定期では会員に迷惑をかけることになるし、連絡する事務局も

能力的に不可能になってきている。 

 

         １５０００円×７回＝１０５、０００円 

 

② ゴールポストの購入 

ＴＧアリーナは無理をすれば２面取れる。現在合成所有のゴールポスト１組しかな

いので、協会で１組購入して能率良い練習をする。費用は交渉中。 

 

③ 小学生大会の開催 

小学生大会の開催に当たり、豊田合成の支援はあるが、お弁当代や通信連絡費、会

議費等経費が必要。 

 

④ 報償費 

小中学生の指導者（理事数名）に年間を通して、指導日数や指導資格に応じて若干

の報償費を支払う。 

 



予算額
Ⅰ　　収入の部
　　1　　事業収入
　　　①ハンドボール教室・ハンドボール技術交流会

受講料年会費収入 455,000
保険料（小中学生） 32,000 　800円×40名（小学生30名、中学生10名）
保険料（一般） 46,250 　1850円×25名

　　　②稲沢市ハンドボール協会主催大会
大会参加費収入 64,000

　2000円×4チーム(　学生　）

　　　③稲沢市体育協会 補助金 65,000

　　　　当期収入合計　（A) 662,250
　　　　前期繰越 282,897
　　　　収入合計　（B) 945,147

Ⅱ　　支出の部
　　1　　事業費
　　　①ハンドボール教室・ハンドボール技術交流会

登録費用 25,000
資格取得更新費用 20,000
保険料（小中学生） 32,000 　800円×40名
保険料（一般） 46,250 　1850円×25名
大会参加料 25,000
会場・照明代 160,000  TGアリーナ年間７回使用予定
備品・道具代 50,000

　　　②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）

　　　③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 398,250

　　2　　管理費
　　　 消耗品費 25,000
       連絡通信費 20,000
       雑費 15,000
       事務用品費 4,000
       交通費 70,000
       会議費 50,000
　　　 

　　管理費支出合計 184,000

　　3　　予備費 80,000 ※予備費の残りを報償費とする

　　　　当期支出合計　（C) 662,250
　　　　当期収支差額　（A) - （C) 0
　　　　次期繰越収支差額　（B) - （C) 282,897

　7000円×65名

　7000円×8チーム(　一般　）

平成平成平成平成２５２５２５２５度収支事業予算書度収支事業予算書度収支事業予算書度収支事業予算書
2013年1月１日から2013年12月31日まで

稲沢市ハンドボール協会
備考科目


