
「平成26年度塩尻剣道連盟定期総会」「平成26年度塩尻剣道連盟定期総会」「平成26年度塩尻剣道連盟定期総会」「平成26年度塩尻剣道連盟定期総会」

日時 ： 平成26年4月6日（日） 16：00～

場所 ： 塩尻中信会館

＜定期総会式次第＞

1.         開会の辞

2.         会長挨拶

3.         議長選出（塩尻剣道連盟規約「第１０条５項」）

4.         議事

(ア) 平成２５年度事業報告　（質疑、承認）

(イ) 平成２５年度決算報告　（質疑、承認）

(ウ) 平成２６年度事業計画　（質疑、承認）

(エ) 平成２６年度予算案　（質疑、承認）

(オ) その他

5.         議長退任

6.         長野県剣道連盟からの連絡

7.         閉会の辞

※　引き続き、懇親会にご出席ください。
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平成25年度　塩尻剣道連盟　事業報告平成25年度　塩尻剣道連盟　事業報告平成25年度　塩尻剣道連盟　事業報告平成25年度　塩尻剣道連盟　事業報告

平成26年4月6日

実施事業 / 参加事業実施事業 / 参加事業実施事業 / 参加事業実施事業 / 参加事業

実施日実施日実施日実施日

H25.04.07(日)

定期

定期

H25.04.06(土)

H25.04.21(日)

H25.05.12(日)

H25.07.07(日)

H25.07

H25.08.31(土)

H25.09.08(日)

H25.09.21(土)

H25.11

H25.11.23(土)

H25.12.22(日)

H26.01.04(土)

H26.02.02(日)

H26.02.02(日)

H26.03.02(日)

H26.03.21(金)

H26.03.26(水)

 H26.03.29(土)

広報活動広報活動広報活動広報活動

塩尻剣道連盟ホームページ立ち上げ http://shiojiri-kendo.org/

選手派遣選手派遣選手派遣選手派遣

実施日実施日実施日実施日

H25.04.28(日)

H25.06.30(日)

H25.08.04(日)

H25.09.16(月)

H25.10.15(火)

H25.10.27(日)

H25.12.22(日)

H26.03.02(日)

審判派遣審判派遣審判派遣審判派遣

塩尻市内各大会（市民体育大会、武道大会、練成大会） 中体連剣道大会（塩筑、中信、 あづみの大会）

松本市民体育祭（春季、秋季） 高体連剣道大会（中信）

※上記選手派遣した大会等、審判派遣要請のあった大会

事業内容事業内容事業内容事業内容

平成25年度塩尻剣道連盟定期総会

・平成24年度事業報告、決算報告、平成25年度事業計画、予算案など

原則的に毎月第2水曜日の20:00-22:00 理事会

・平成25年度事業活動（級位審査会、講習会、大会対応等）、平成26年度事業計画、予算案

原則的に毎月第4日曜日の朝08:00-10:00にて月例稽古会 ※別紙活動報告書参照

長野県小学生(中南信地区)剣道強化錬成会（松本市信州スカイパーク体育館）

第１回剣道四・五段審査会（松本市信州スカイパーク体育館）

長野県剣道連盟 第1回理事会（長野市豊野体育館）

長野県剣道連盟 第1回評議員会（安曇野市三郷文化公演体育館）

夏季級位審査会（塩尻市立体育館）

18(木),25(木) 指導者講習会

中信地区剣道連盟支部合同稽古会（木曽福島町民体育館）　　　

総合文化センター利用登録団体による清掃（塩尻市総合文化センター）

14(木),21(木),28(木) 小中学生剣道教室　※塩尻体協剣道部様への協力(共催/講師派遣)

長野県剣道連盟 第2回評議員会（上田城跡公園体育館）

塩尻剣道連盟 稽古納め

新年稽古始め・塩尻剣道連盟新年会

中信地区剣道連盟支部合同稽古会(松本市柔剣道場)

冬季級位審査会(塩尻市立体育館)

第6回長野県剣道連盟支部対抗剣道大会(17支部)　大会終了後の情報交換会

長野県剣道連盟 第2回理事会、第3回評議員会（ホテルメトロポリタン長野）

平成25年度 会計監査

 長野県剣道連盟 事務局会議連絡会議（ホテルメトロポリタン長野）

事業内容事業内容事業内容事業内容

春季松本市民体育祭　1チーム出場

長野県剣道居合杖道薙刀大会 2チーム出場

支部対抗剣道大会 ベスト8

全信州剣道大会 1チーム出場

中央道沿線大会 2チーム出場

秋季松本市民体育祭　不参加

市区町村対抗剣道優勝大会 優勝(2連覇)

塩尻市武道大会 2チーム出場
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第１回月例稽古会 H25.04.27(土)

08:00〜10:00 参加人数：
参加人数：参加人数：
参加人数： 47

4747
47 人

人人
人 (一般 4 人、中学生 42 人、小学生 1 人)

片丘小体育館

第２回月例稽古会 H25.05.25(土)

08:00〜10:00 参加人数：
参加人数：参加人数：
参加人数： 4

44
4 人
人人
人 (一般 4 人、中学生 人、小学生 人)

片丘小体育館

第３回月例稽古会 H25.06.30(日)

08:00〜10:00 参加人数：
参加人数：参加人数：
参加人数： 31

3131
31 人

人人
人 (一般 10 人、中学生 17 人、小学生 4 人)

片丘小体育館

第４回月例稽古会 H25.07.18(木)

※講習会に引き続き 20:00～21:00 参加人数：
参加人数：参加人数：
参加人数： 39

3939
39 人

人人
人 (一般 19 人、中学生 20 人、小学生 0 人)

塩尻市立体育館

第５回月例稽古会 H25.08.31(土)

※級審査に引き続き 11:00～12:00 参加人数：
参加人数：参加人数：
参加人数： 33

3333
33 人

人人
人 (一般 15 人、中学生 18 人、小学生 0 人)

塩尻市立体育館

第６回月例稽古会 H25.09.29(日)

※支部対抗強化を兼ねる 08:00～10:00 参加人数：
参加人数：参加人数：
参加人数： 16

1616
16 人

人人
人 (一般 9 人、中学生 3 人、小学生 4 人)

片丘小体育館

第７回月例稽古会 H25.10.20(日)

※支部対抗強化を兼ねる 08:00～10:00 参加人数：
参加人数：参加人数：
参加人数： 35

3535
35 人

人人
人 (一般 5 人、中学生 20 人、小学生 10 人)

片丘小体育館

第８回月例稽古会 H25.11.10(日)

08:00～10:00 参加人数：
参加人数：参加人数：
参加人数： 10

1010
10 人

人人
人 (一般 5 人、中学生 0 人、小学生 5 人)

片丘小体育館

第９回月例稽古会 H25.12.22(日)

※稽古納め 08:00～10:00 参加人数：
参加人数：参加人数：
参加人数： 30

3030
30 人

人人
人 (一般 3 人、中学生 24 人、小学生 3 人)

片丘小体育館

新年稽古初め H26.01.04(土)

13:00～16:30 参加人数：
参加人数：参加人数：
参加人数： 115

115115
115 人

人人
人 (一般 25 人、中学生 45 人、小学生 45 人)

塩尻市立体育館

第１０回月例稽古会 H26.01.26(日)

※柔剣道大会に引き続き 15:30～16:10 参加人数：
参加人数：参加人数：
参加人数： 95

9595
95 人

人人
人 (一般 40 人、中学生 45 人、小学生 10 人)

塩尻市立体育館

第１１回月例稽古会  H26.02.23(日)

※練成大会に引き続き  15:30～16:10  
  
 参加人数：
参加人数：参加人数：
参加人数： 0

00
0  
  
 人
人人
人  (一般 0  人、中学生 0  人、小学生 0  人)

※大雪のため中止  塩尻市立体育館

第１２回月例稽古会 H26.03.27(木)

※体協稽古と合同 20:00～21:00 参加人数：
参加人数：参加人数：
参加人数： 28

2828
28 人

人人
人 (一般 10 人、中学生 18 人、小学生 0 人)

塩尻市立体育館

総参加人数：
総参加人数：総参加人数：
総参加人数： 人

人人
人 (昨年度：525人)

  平成25年度 月例稽古会　実績報告
  平成25年度 月例稽古会　実績報告  平成25年度 月例稽古会　実績報告
  平成25年度 月例稽古会　実績報告

483
483483
483
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平成２６年３月２５日

塩尻剣道連盟

１． 審査料

審査日 会場 受審者数 審査料 審査料収入

平成２５年８月３１日 塩尻市立体育館

77 2,500 192,500

平成２６年２月２日 塩尻市立体育館

52 2,500 130,000

小計

129 322,500

再審査日 会場 受審者数 審査料 審査料収入

平成２６年３月６日 塩尻市立体育館

2 1,000 2,000

小計

2 2,000

合計

324,500

※資料１　：平成２５年度　塩尻剣道連盟　級位審査会　団体別実績

２． １級合格者登録料

審査日 会場 １級合格者 登録料 登録料収入

平成２５年８月３１日 塩尻市立体育館

23 3,000 69,000

平成２６年２月２日 塩尻市立体育館

9 3,000 27,000

合計

32 96,000

※資料２　：平成２５年度　塩尻剣道連盟　級位審査会　１級合格者名簿

平成２５年度　塩尻剣道連盟　級位審査会　実績
平成２５年度　塩尻剣道連盟　級位審査会　実績平成２５年度　塩尻剣道連盟　級位審査会　実績
平成２５年度　塩尻剣道連盟　級位審査会　実績
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平成26年度　塩尻剣道連盟　事業計画（案）平成26年度　塩尻剣道連盟　事業計画（案）平成26年度　塩尻剣道連盟　事業計画（案）平成26年度　塩尻剣道連盟　事業計画（案）

平成26年4月6日

実施事業 / 参加事業実施事業 / 参加事業実施事業 / 参加事業実施事業 / 参加事業

実施日実施日実施日実施日

H26.04.06(日)

定期

定期

H26.04

H26.04.27(日)

H26.05

H26.07

H26.07

H26.08.10(日)

H26.09

H26.11

H26.11

H26.12

H27.01.04(日)

H27.02

H27.02

H27.02.07(土)

H27.03

H27.03

H27.03

H27.03

長野県剣道連盟活動への協力長野県剣道連盟活動への協力長野県剣道連盟活動への協力長野県剣道連盟活動への協力

審査会、講習会、大会、稽古会（憲友錬成会、若武者稽古会、北信越地区合同稽古会）など 随時

選手派遣・審判派遣選手派遣・審判派遣選手派遣・審判派遣選手派遣・審判派遣

平成25年度実績に従い、随時派遣

剣道普及、広報活動剣道普及、広報活動剣道普及、広報活動剣道普及、広報活動

少子化やスポーツ多様化への対策

担当理事担当理事担当理事担当理事

級位審査会　 小野 宏 理事

大会運営対応 小口 真 理事

講習会 北澤 政博 理事、折橋 一美 理事

稽古会 北條 度之 理事

広報活動 安西 正明 理事、廣前 治泰 理事　(ホームページ等)

平成25年度 会計監査

長野県剣道連盟 事務局会議連絡会議（未定）

冬季級位審査会（塩尻市立体育館）

長野県剣道連盟支部対抗剣道大会　大会終了後の情報交換会

長野県剣道連盟 第2回理事会、第3回評議員会（未定）

塩尻剣道連盟 稽古納め

新年稽古始め・塩尻剣道連盟新年会

中信地区剣道連盟支部合同稽古会（未定）

中信地区内支部連絡会（未定）

3日間 小中学生剣道教室　※塩尻体協剣道部様への協力(共催/講師派遣)

長野県剣道連盟 第2回評議員会（未定）

長野県剣道連盟 第1回理事会（未定）

長野県剣道連盟 第1回評議員会（未定）

夏季級位審査会（塩尻市立体育館）

指導者講習会

原則的に毎月第4日曜日の朝08:00-10:00にて月例稽古会

長野県小学生(中南信地区)剣道強化錬成会

第１回剣道四・五段審査会（松本市立松島中学校）

中信地区剣道連盟支部合同稽古会（未定）

事業内容事業内容事業内容事業内容

平成26年度塩尻剣道連盟定期総会

原則的に毎月第2水曜日の20:00-22:00 理事会

・平成25年度事業活動（級位審査会、講習会、大会対応等）、平成26年度事業計画、予算案



収入総額： 625,034 円

支出総額： 625,034 円

差引残高： 0 円

収入の部 （単位：円）

項　　　　　目

内　　容　　説　　明

繰　越　金

45,034

25年度決算差し引き額＝45,034円を繰越金として計上

連 盟 年 会 費

216,000

年会費：3,000円×会員：72名（3/12現在の会員数）　　　　　　＊会員数は変動有り＊

級　審　査　料

250,000

審査料：2,500円×受審者：100人（25年度状況からの見込み数）　

登　録　料

84,000

登録料：3,000円×１級合格者：28名（25年度2級/3級取得者数から概算）

雑　収　入

30,000

大会審判謝礼、他

収入合計

625,034

支出の部 （単位：円）

項　　　　　目

内　　容　　説　　明

１．事業費

級審査会運営費

130,000

①証書代：300円/枚*100枚+送料等=31,000円　（100枚単位の購入）

②級審査会：計２回（夏季：1回＆冬季：1回）

　　　　審査員＆審査会お手伝い会員への手当＋諸経費=49,500円/回

講習会・イベント運営費

30,000

①定期月例稽古会：１２回／年、②小中学生剣道教室（体協との共催）、③新年稽古始、等

各種大会派遣費

60,000

塩尻剣道連盟としてチーム派遣する大会（3大会：各大会1チームを派遣）：

　　⇒①市区町村対抗大会（10月）

        ②長野県剣道杖道薙刀大会（12月）

        ③支部対抗戦（3月）

　　⇒上記3大会には、一大会上限20,000円として補助していく

長野県剣道連盟からの要請で派遣する大会・稽古会派遣補助

２．事務費

会議費

40,000

総会費補助、各種委員会活動への会議費補助

分担金

10,000

県剣道連盟分担金、等

補助金

20,000

中体連、高体連、長野県剣道薙刀大会、安曇野錬成大会広告費、等

慶弔費

10,000

香典、花代、お祝い、記念品等

事務費

35,000

消耗品購入代・コピー代

会員通信費

87,000

年会費の1/2が会員への情報発信必要経費として算出。　＜※前提＞郵送対象会員＝58名

役員手当て

160,000

基準手当て5,000円＊役員会参加状況を勘案して支払う

※一人あたりの上限を10,000円として、役員16人分の160,000円を計上

事務局通信費

7,200

役員会に係る事務局からの諸連絡の為の通信費（FAX、電話、電子メール等）

※対象者／事務局の2人：300円／月・人＊12ヶ月＊2人＝7,200円

その他

5,000

広告料、体育館利用料、塩尻体協補助、燃料代（灯油等）、他

３．特別積み立て費

25,000

塩尻剣道連盟創立10周年記念に向けた積み立て実施

４．予備費

5,834

支出合計

625,034

◆　平成２６年度　塩尻剣道連盟予算　（案）
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