
 

             I̊鼈斃I̊鼈斃I̊鼈斃I̊鼈斃災策彩在察作災策彩在察作災策彩在察作災策彩在察作表善霸癩表善霸癩表善霸癩表善霸癩琬琹琬琹琬琹琬琹朮柤G善朮柤G善朮柤G善朮柤G善 
 

                                                  霸癩琬琹朮琯蠻琯琤荳 

                                                  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   霸癩琬琱朮柤┽罰塔廂况胞  

 

       於 ¶琬偏共同組合贐   霸癩琬琱朮柤麑Ô况胞 

 

   琯 チ共同組合征慌 

 

       塩 ¶琯偏共同組合贐   霸癩琬琹朮柤櫻満ぬ頓行考広肱 

 

       於 ¶琰偏共同組合贐   霸癩琬琹朮柤貢厨荒制巵 

 

                           塩 マ凜遍廏栫驗刷咬藤遍廏9394 

 

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

 

                           汚 朮侮┽罰凅盻制巵行考広肱 

                                

                           甥 巵憎哢善行考広肱 

 

    汚 ¶琱偏共同組合贐      霸癩琬琹朮柤制Ô贐行考広肱 

 

   琰 稿貢摂 



 

  第第第第１１１１号議案号議案号議案号議案  平成２５年度活動内容報告 

 

    １  新しい活動内容 

      ① 第１回ＴＧ杯争奪小学生ハンドボール大会の開催 

 

     ２ 年間の主な活動 
 

期 日 事 業 名 会 場 
参加チーム数 

および参加者数 
備 考 

 ６月１６日（日） 
第１５回愛知県小学生 

ハンドボール大会 

 愛知県体育館 
  

８月２４日（土）  

８月２５日（日） 

夏合宿 

暴風警報発令のため中止 

 若狭青少年自然の家 
  

  ９月２８日（土）） 第１回ＴＧ杯争奪小学生 

ハンドボール大会 

 ＴＧアリーナ 高学年男子６チーム 

高学年女子３チーム 

低学年２チーム 
 

１２０名参加 

【男子】 

優勝：岐阜Ａ 

準優勝：名古屋Ａ 
 

【女子】 

優勝：名古屋Ａ 

準優勝：名古屋Ｂ 

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 
  

１１月１０日（日） 笠松カップ（小学生）  笠松町総合会館   

 １１月２３日（土） 
第２回ＴＧ杯争奪 

ハンドボール大会（一般男子） 

ＴＧアリーナ 
８チーム 

９０名参加 

優勝 

HC WING 

準優勝 

 東海Weeds！ 

１２月２１日（土） 
第２回ＴＧ杯争奪 

ハンドボール大会（一般女子） 

ＴＧアリーナ 
６チーム 

７０名参加 

優勝 

AKATSUKI 

準優勝 

 尾張小町 

１月１２日（土） 
冬合宿 豊田合成健康管理 

センター 
  

 ３月８日（土） 
第１２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 
  

 





霸癩緹縠朮縈蠻緹縈荳

慌摹摹ò ů摹摹受 ㌲摹摹蕚

善’擄𠂤丮麞倓奮パスカル艷 脘縠繇緹綆繢縕緫 恠腎嶌﨟譆䡄輞鞭譙擄慎l譆蹻轔鞭譙

哢善複秤’ 脘繢繢綆緫緫緫 ϕ譓遍癩覘勢噫籭苽笭翛菑艴哢善

42拍ů 脘繇繮綆縕緫緫 I̊鼈斃喪に表善42拍ů

セ 脘繢縑緫綆縈縕緫

胎粉艷 脘緱緹緱綆繮縠緫

善凅菏⒃蕚千 脘縠緹綆縕緱緫 I̊鼈O腎嶌貊喪に丹擄聱翥皁艠菑笻

犢ö0表善̈ô’詹 脘縑緱綆縈緱縕 秞菑胠槏猧澼櫻満̈ô’詹

I̊鼈斃喪に表善̈ô’詹 脘縕綆緫緫緫

哢善複秤’ 脘緹縠綆緫緫緫 恠嶌﨟擄慎l潙哢善

喋亦菏ぐ奴千 脘縑緱綆繮緱緫 乇麞𠂤擄佷傣麞倓湞湄

哢善ぉ遊糫㌒’詹 脘縈縠綆縕繢縑 蕀㔟千擄蘆亦千湞湄

聱碭腧窅千 脘緱繇綆繇縈縠 湾柮淝歧涪

⑳87亦’ 脘縈縈綆繇縠繢 仈麞伾傈偣丮傣擄丒麞仫傣乇麞𠂤湞湄

ヾ57菏＊袋’ 脘緱縑綆繢緱緫 佷麞侅𠈓傈麞㐆傣̈ô’詹擄謎眛千湞湄

癲’ 脘緹緹綆繮縕繇 竭ス眛舂艷擄硃糕菑千湞湄

善共同組合’ 脘縑緫綆縕縑繇

誓＊’ 脘緱緱綆縈縑緫

征鳩詹亦’ 脘縑綆縈緹縈 f¸擄翛菑艴縨苽湞湄

籬欹誓墫’ 脘緹繮綆緫緫緫 喪に表善疚ち善’湞湄

况諦’ 脘繢緫綆緫緫緫

セ 脘縕繢繮綆繇縠緫

收楡鬆㔾 脘緹縕緫綆縕繮緫

霸癩霸癩霸癩霸癩踽䡄踽䡄踽䡄踽䡄朮柤朮柤朮柤朮柤摹摹摹摹善セ麑Ô蟷善セ麑Ô蟷善セ麑Ô蟷善セ麑Ô蟷
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   ¶¶¶¶琯琯琯琯偏共同組合贐偏共同組合贐偏共同組合贐偏共同組合贐 

      霸癩琬琹朮柤 櫻満ぬ頓行考広肱 

范櫻満矼㌙行考広肱 

           弴征 

           善憎      迢 ㌨岌 

           杷善憎          袍菟 筑 

           征鳩悄憎        衲琢 41啣 

善セ           荳鰔ǒ 峇啌 

           征鳩悄満        H袍 ┵舮 H袍 啼I五 ┗棲 慎⎤  蒟荳棲 387/10 

           ê征      莨擺 *蔗 轎隱 萵仏  

           稿貢摂貢弴征    俵譓 袋捧 欄 \\  歙I 忖癩  

舛I 峇赶珙喪に表善刷臙に埣満善祚橲珩 

 

      霸癩琬琹朮柤 瑳座再斎ぬ頓行考広肱 

                    迢 框┠ 猫w ㌣ 蹌襁 *榁 ╄ǒ 遍雛 評 ぼ霸 枩変 褪啼 

 

  ¶¶¶¶琰琰琰琰偏共同組合贐偏共同組合贐偏共同組合贐偏共同組合贐 

   霸癩琬琹朮柤貢厨荒制巵 

 

   塩 マ凜遍廏栫驗刷咬藤遍廏9394行考広肱 

      鯱朮ネ耕肱攻紅マ凜腔貢咬遍廏惚栫驗浩肱ϕ譓遍癩筑框à弴詐策座察腔貢咬藤遍廏惚ネ広合溝午 

   袗荳購瑇蠻膏琨蠻惚制巵浩肱広合溝午 

 

   於 ¶琬憐疒璠覘勢噫恠嶌﨟災策彩在察作哢善     瑋蠻琹荳珙鷲珩疒璠坤鷺察才 

       ¶琯憐疒璠覘勢噫災策彩在察作哢善  琨琨蠻瑇荳珙鷲珩刷琨琬蠻琬琤荳珙鷲珩疒璠坤鷺察才 

 

  汚 朮侮┽罰凅盻制巵行考広肱 

   儼袿ª荒┽罰凅盻購ϕ譓遍癩筑框à弴詐策座察珙鯱蠻 ¶琬刷¶琰荳蟀荳珩行肱ネ広合溝午 

 

  甥 巵憎貢哢善 

    坤 犢ö0恠嶌﨟災策彩在察作誓╂善 琹蠻 犢ö0喪に丹 

婚  覩⑬丱彦怙朮怙嚊災策彩在察作哢善0千ヱぬ68善 瑇蠻 桧Ě瑳材察最詐策座察 

    懇  犢ö瑳材察最削魂鷺昆察査崎策斎昏瑳塞墾采作 琨琤蠻 細碕差察攤釡喪に丹 

    昆  «觚混再菜 琨琨蠻 «觚﨤G遍善丹 

    梱 犢ö0恠嶌﨟災策彩在察作哢善 琨蠻 顳隱瑳材察最詐策座察摂 

   混 慙校沙肴採坤災策彩在察作哢善 琯蠻 慙校砕罪碕榊坤鷺察才 



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25名、中学生15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
　TG杯争奪小学生ハンドボール大会 18,000  2000円×９チーム
　TG杯争奪ハンドボール大会（一般男女） 78,000  7000円×９チーム（一般）

 3000円×５チーム（学生）
　　　③稲沢市体育協会 補助金 79,500

　　　　当期収入合計　（A) 708,750
　　　　前期繰越 533,487
　　　　収入合計　（B) 1,242,237

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 45,000
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 26,000
会場・照明代 77,500  TGアリーナ年間5回使用予定
備品・道具代 20,000

　　　②合宿（年2回） 20,000 　※合宿予備費として
　（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 45,000 　※大会準備費として

　　　④小学生ユニフォーム購入費用 300,000

　　事業費支出合計 631,750

　　2　　管理費
　　　 消耗品費 45,000
       連絡通信費 20,000
       雑費 30,000
       事務用品費 5,000
       交通費 20,000
       会議費 40,000
       接待交際費 5,000
       宣伝広告費 50,000
       報償費 80,000

　　管理費支出合計 295,000

　　3　　予備費 82,000

　　　　当期支出合計　（C) 1,008,750
　　　　当期収支差額　（A) - （C) -300,000
　　　　次期繰越収支差額　（B) - （C) 233,487

　7000円×65名

平成平成平成平成２６２６２６２６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


