
 
 

2019 年度東村⼭市ゴルフ連盟総会議案書 

 

⽇時：2019 年 4 ⽉ 19 ⽇(⾦) 午後 7 時より 

会場：スポーツセンター2F 研修室 

 

定時総会式次第 
 

1． 開会のことば              司会者 総務    平野 裕明 

2． 会⻑挨拶                    会⻑    榎本 重雄 

3． 議⻑選出                     

4． 議事  

(1) 2018 年度事業経過報告書    会⻑ 榎本 重雄 

(2) 2018 年度収⽀決算報告書    会計 吉⽥ 俊⼆ 

(3) 2018 年度収⽀決算監査報告書   監査 ⼩⼭ ⽂夫 

(4) 役員改選      会⻑ 榎本 重雄 

(5) 2019 年度事業計画(案)    副会⻑ 櫻井 忠夫 

(6) 2019 年度収⽀予算(案)    会計 吉⽥ 俊⼆ 

(7) 2019 年度市体協協⼒事業計画(案)   理事⻑ ⽥中 重義 

5. 議⻑退任 

6．閉会のことば       副理事⻑ 清⽔ 博史 

  



(1) 2018 年度事業経過報告書 
⾃ 2018 年 4 ⽉ 01 ⽇ 
⾄ 2019 年 3 ⽉ 31 ⽇ 

年⽉⽇ 事業内容 担当 備考 
2018.5.1(⽕)  本部役員会 

議題：総会議案書の事前審議 
総務 会場 スポーツセンター 

参加 12 名 
2018.5.9(⽔) 東村⼭市ゴルフ連盟総会 

役員会 
総務 会場 スポーツセンター 

参加 15 名 
2018.5.15(⽔) 第 38 回スクラッチ選⼿権 11 名 

第 16 回シニア選⼿権   15 名 
第 16 回⼥⼦選⼿権     7 名 
【結果】 

第 38 回スクラッチ選⼿権 [優勝] 平野 裕明 
第 16 回シニア選⼿権 [優勝] ⻄⼭ 健⼀ 
第 16 回⼥⼦選⼿権 [優勝] 飯⽥ 薫 

櫻井 
平野 

会場 森林公園 GC 
参加 33 名 

2018.7.18(⽔) 本部役員会 
議題：第 79 回⼤会案内書の検討等 

櫻井 
総務 

会場 スポーツセンター 
参加 12 名 

2018.8.1(⽔) 役員会 
議題：第 79 回⼤会案内書配布等 

櫻井 
総務 

会場 スポーツセンター 
参加 18 名 

2018.9.2(⽇) 第 55 回東村⼭市市⺠体育⼤会開会式 
(ゴルフ連盟として⾏進に参加) 

吉⽥ 会場 スポーツセンター 
参加 12 名 

2018.9.17(⽉) 役員会 
議題：第 79 回⼤会組合せ配布と参加費納⼊等 

櫻井 
総務 

会場 スポーツセンター 
参加 17 名 

2018.9.25(⽕) 第 79 回東村⼭市ゴルフ連盟⼤会開催 
(秋季市⺠体育⼤会参加種⽬) 
【結果】 
 [団体優勝] 秋津町 

[団体 2 位] 恩多町 
[団体 3 位] 廻⽥町 
[個⼈優勝] ⼩林 徹三郎 
[個⼈ 2 位] 鈴⽊ 武夫 
[個⼈ 3 位] 腰塚 勝彦 
[ベスグロ・⼀般] 神 ⽺⼆ 
[ベスグロ・シニア] 髙橋 敏雄 
[ベスグロ・G シニア] ⻫藤 凱利 
[ベスグロ・⼥⼦] 中野 由⾹⾥ 

櫻井 
⼭脇 

会場 ⻄武園ゴルフ場 
参加 142 名 

2018.10.17(⽕) 第 72 回都⺠体育⼤会(区市町村対抗ゴルフ競技会) 
男⼦の部 ⼀般 2 名 シニア 2 名 
【結果】 
 [25 位] 東村⼭市 

⻫藤 会場 ⽴川国際 CC 
参加 選⼿ 4 名 監督 

2018.10.18(⽔) 第 72 回都⺠体育⼤会(区市町村対抗ゴルフ競技会) ⻫藤 会場 ⽴川国際 CC 



⼥⼦の部 ⼀般 2 名 シニア 2 名 
【結果】 
 [24 位] 東村⼭市 

参加 選⼿ 4 名 監督 

2018.10.24(⽔) 第 19 回柏崎刈⽻交流ゴルフ⼤会 
担当 柏崎刈⽻ゴルフ協会 
【結果】 
 [団体優勝] 東村⼭ 

[団体準優勝] 柏崎刈⽻ 

⻫藤 
吉⽥ 

会場 ⾚城 GC 
参加 東村⼭市 43 名 

2019.1.16(⽔) 本部役員会 
議題：第 80 回⼤会案内書の検討 
   2019 年度事業計画案 

総務 会場 スポーツセンター 
参加 10 名 

2019.1.23(⽔) 役員会 
議題：第 80 回⼤会案内書配布等 

櫻井 
総務 

会場 スポーツセンター 
参加 17 名 

2019.3.20(⽔) 役員会 
議題：第 80 回⼤会組合せ配布と参加費納⼊等 

櫻井 
総務 

会場 スポーツセンター 
参加 18 名 

2019.3.27(⽔) 第 80 回東村⼭市ゴルフ連盟⼤会開催 
(春季市⺠体育⼤会参加種⽬) 
【結果】 
 [団体優勝] 久⽶川町 

[団体 2 位] 秋津町 
[団体 3 位] 恩多町 
[個⼈優勝] ⾦⾕ 昌樹 
[個⼈ 2 位] 野澤 秀夫 
[個⼈ 3 位] 今 礼⼀ 
[ベスグロ・⼀般] 神 ⽺⼆ 
[ベスグロ・シニア] 中嶋 壽⼀郎 
[ベスグロ・G シニア] ⻫藤 凱利 
[ベスグロ・⼥⼦] 胡桃 光江 

櫻井 
⼭脇 

会場 森林公園 GC 
参加 122 名 

以上の通りご報告致します。 
2019 年 4 ⽉ 19 ⽇ 

会⻑ 榎本 重雄 
  



(2) 2018 年度収⽀決算報告書 
⾃ 2018 年 4 ⽉ 01 ⽇ 
⾄ 2019 年 3 ⽉ 31 ⽇ 

(単位：円) 

収⼊の部 
No. 事業内容 ⾦額 摘要 
1 ⼤会運営費 111,978

０
1,810

0

第 79 回秋季⼤会 
第 80 回春季⼤会 
スクラッチ選⼿権 
柏崎刈⽻交流ゴルフ⼤会 

2 補助⾦(市体協) 70,000
10,000
25,000
25,000
40,000

加盟育成⾦ 
強化補助⾦ 
秋季運営⾦ 
春季運営⾦ 
交流補助⾦ 

3 連盟⼤会参加費 284,000
3,000

244,000
０

44,000
60,000
28,000

第 79 回秋秋季⼤会(2,000×142 名) 
第 79 回秋特別参加費(3,000×1 名) 
第 80 回春秋季⼤会(2,000×122 名) 
第 80 回春特別参加費 
第 38 回スクラッチ選⼿権(4,000×11 名) 
第 16 回シニア選⼿権(4,000×15 名) 
第 16 回⼥⼦選⼿権(4,000×7 名) 

4 柏崎刈⽻交流ゴルフ⼤会 
近隣市親睦ゴルフ⼤会 

129,000
0

参加費(東村⼭市) (3,000×43 名) 
参加費 

5 雑収⼊ 2 利息 
 ⼩計 1,075,790  
 前年度繰越⾦ 591,409 2017 年度 
 合計 1,667,199  

 
  



(単位：円) 

⽀出の部 
No. 事業内容 ⾦額 摘要 

1 会議費 3,294 ⼤会打合せ時、会計監査時の会議費 
2 消耗品 2,440 ⽂具、事務⽤品、ゴム印代等 
3 印刷費 30,750 コピー代、組合せ表、原稿作成費、総会資料 
4 通信費・運搬費 0 切⼿、電話代、FAX 代等 
5 ⽀払分担⾦ 30,000 市体育協会年会費 
6 ⼤会運営費 849,310 第 79 回⼤会＋第 80 回⼤会＝587,718 

スクラッチ・シニア・⼥⼦選⼿権＝132,000 
柏崎刈⽻交流ゴルフ＝129,592 

7 選⼿派遣費 97,432 都⺠体育⼤会(区市町村対抗ゴルフ競技会) 
8 旅費・交通費 11,000 市⺠体育⼤会開会式参加者交通費 
9 渉外活動費 0 役員・理事の連盟活動経費 

10 賃借代 1,500 市スポーツセンター室代 
11 慶弔費 16,000 葬儀供花代（川島⽟三⽒） 
12 ⽀払⼿数料 432 振込⼿数料 
13 広報活動費 14,724 ホームページ開設諸費⽤ 

 ⼩計 1,056,882  
 次年度繰越⾦ 610,317  
 合計 1,667,199  

2018 年度収⽀決算書を以上の通りご報告致します。                 平成 2019 年 4 ⽉ 19 ⽇  
会計 吉⽥ 俊⼆ 

 

(3) 2018 年度収⽀決算報告監査報告書 
役員より提出された事業経過報告書及び決算に基づき関係種類を監査したところ、正確、適正なることを
認めます。 

2019 年 4 ⽉ 6 ⽇   
 
 

監査                  
 
 

監査                  
   



(4) 役員改選 (案) 

任期満了にともなう役員改正について下記の通り提案致します。 

役職名 現役員名 新役員名 備考 
会⻑ 榎本 重雄 榎本 重雄 体協参与 

副会⻑ ⻫藤 凱利 ⻫藤 凱利 競技委員⻑ 
副会⻑ 櫻井 忠夫 櫻井 忠夫  
理事⻑ ⽥中 重義 ⽥中 重義 体協役員 

副理事⻑ ⼭脇 ⼀徳  体協役員 
副理事⻑ 清⽔ 博史 清⽔ 博史 体協役員 

会計 吉⽥ 俊⼆ 吉⽥ 俊⼆  
副会計 阿蘇品 勝広  副総務 
総務 平野 裕明 平野 裕明  
理事 姫野 正徳 姫野 正徳  
理事 五⼗棲 絵⾥⾹ 五⼗棲 絵⾥⾹ ⼥⼦部⻑ 
理事 ⼩⼭ ⽂夫 ⼩⼭ ⽂夫 監査 
理事 ⼩俣 信⾏ 野澤 巌 監査(新任) 

 

  



(5) 2019 年度事業計画 (案) 
⾃ 2019 年 4 ⽉ 01 ⽇ 
⾄ 2020 年 3 ⽉ 31 ⽇ 

年⽉⽇ 事業内容 担当 備考 
2019.4.10(⽔) 本部役員会 

議題：総会議案書の事前審議 
総務 会場 スポーツセンター 

参加 13 名位 
2019.4.19(⾦) 東村⼭市ゴルフ連盟総会 

役員会 
総務 会場 スポーツセンター 

参加 21 名位 
2019.5.21(⽕) 第 39 回スクラッチ選⼿権 20 名 

第 17 回⼥⼦選⼿権    20 名 
第 17 回シニア選⼿権    8 名 

櫻井 
平野 

会場 森林公園 GC 
参加 48 名位 

2019.8.1(⽊) 本部役員会 
議題：第 81 回⼤会案内書の検討等 

櫻井 
総務 

会場 スポーツセンター 
参加 13 名位 

2019.8.25(⽊) 役員会 
議題：第 81 回⼤会案内書配布等 

櫻井 
総務 

会場 スポーツセンター 
参加 21 名 

2019.9.1(⽇) 第 56 回東村⼭市市⺠体育⼤会開会式 
(ゴルフ連盟として⾏進に参加) 

吉⽥ 会場 スポーツセンター 
参加 13 名位 

2019.9.19(⽊) 役員会 
議題：第 81 回⼤会組合せ配布と参加費納⼊等 

櫻井 
総務 

会場 スポーツセンター 
参加 21 名位 

2019.9.26(⽊) 第 81 回東村⼭市ゴルフ連盟⼤会開催 
(秋季市⺠体育⼤会参加種⽬) 

櫻井 
 

会場 ⽇本カントリークラブ
参加 130 名位 

2019.10 中旬 第 73 回都⺠体育⼤会(区市町村対抗ゴルフ競技会) 
男⼦の部 ⼀般 2 名 シニア 2 名 

⻫藤 会場 ⽴川国際 CC 
参加 選⼿ 4 名 監督 

2019.10 中旬 第 73 回都⺠体育⼤会(区市町村対抗ゴルフ競技会) 
⼥⼦の部 ⼀般 2 名 シニア 2 名 

⻫藤 会場 ⽴川国際 CC 
参加 選⼿ 4 名 監督 

2019.10.23(⽔) 第 20 回柏崎刈⽻交流ゴルフ⼤会 
担当 東村⼭市ゴルフ連盟 

⻫藤 
吉⽥ 

会場 ⾚城ゴルフ倶楽部 
参加 東村⼭市 40 名位 

2020. 1.22 (⽔) 本部役員会 
議題：第 82 回⼤会案内書の検討 
   2020 年度事業計画案 

総務 会場 スポーツセンター 
参加 13 名位 

2020.1.29 (⽔) 役員会 
議題：第 82 回⼤会案内書配布等 

櫻井 
総務 

会場 スポーツセンター 
参加 21 名 

2020.3.18(⽔) 役員会 
議題：第 82 回⼤会組合せ配布と参加費納⼊等 

櫻井 
総務 

会場 スポーツセンター 
参加 21 名 

2020.3.25(⽔) 第 82 回東村⼭市ゴルフ連盟⼤会開催 
(春季市⺠体育⼤会参加種⽬) 

櫻井 
 

会場 昭和の森ゴルフコース
参加 130 名位 

以上の通りご提案致します。 
2019 年 4 ⽉ 19 ⽇ 

副会⻑ 櫻井 忠夫 
  



(6) 2019 年度収⽀予算 (案) 
⾃ 2019 年 4 ⽉ 01 ⽇ 
⾄ 2020 年 3 ⽉ 31 ⽇ 

(単位：円) 

収⼊の部 
No. 事業内容 ⾦額 摘要 
1 ⼤会運営費 50,000

60,000
0

20,000

第 81 回秋季⼤会 
第 82 回春季⼤会 
スクラッチ選⼿権 
柏崎刈⽻交流ゴルフ⼤会 

2 補助⾦(市体協) 70,000
10,000
25,000
25,000
20,000
10,000

加盟育成⾦ 
強化補助⾦ 
秋季運営⾦ 
春季運営⾦ 
交流補助⾦ 
都⼤会交通費 

3 連盟⼤会参加費 260,000
260,000

80,000
80,000
32,000

第 81 回秋秋季⼤会(2,000×130 名) 
第 82 回春秋季⼤会(2,000×130 名) 
第 39 回スクラッチ選⼿権(4,000×20 名) 
第 17 回シニア選⼿権(4,000×20 名) 
第 17 回⼥⼦選⼿権(4,000×8 名) 

4 柏崎刈⽻交流ゴルフ⼤会 
 
近隣市親睦ゴルフ⼤会 

120,000
60,000

120,000

参加費(東村⼭市) (3,000×40 名) 
参加費(柏崎刈⽻) (2,000×30 名) 
参加費(3,000×40 名) 

5 雑収⼊ 1 郵便貯⾦利息 
 ⼩計 1,302,001  
 前年度繰越⾦ 610,317 2018 年度繰越 
 合計 1,912,318  

 
  



(単位：円) 

⽀出の部 
No. 事業内容 ⾦額 摘要 
1 会議費 10,000 ⼤会打合せ時、会計監査時の会議費 
2 消耗品 10,000 ⽂具、事務⽤品、ゴム印代等 
3 印刷費 50,000 コピー代、組合せ表、原稿作成費、総会資料 
4 通信費・運搬費 20,000 切⼿、電話代、FAX 代等 
5 ⽀払分担⾦ 30,000 市体育協会年会費 
7 ⼤会運営費 

 
712,000

180,000
120,000

第 81 回⼤会＋第 82 回⼤会＝520,000 
スクラッチ・シニア・⼥⼦選⼿権＝192,000 
柏崎刈⽻交流ゴルフ＝180,000 
近隣市親睦ゴルフ＝120,000 

8 選⼿派遣費 100,000 都⺠体育⼤会(区市町村対抗ゴルフ競技会) 
9 旅費・交通費 12,000 市⺠体育⼤会開会式参加者交通費 

10 渉外活動費 20,000 役員・理事の連盟活動経費 
11 賃借代 10,000 市スポーツセンター室代 
12 慶弔費 10,000 ⾹典等 
13 雑費 1,296 振込⼿数料 
14 広報活動費 60,000 ホームページ維持管理費等費⽤ 

 ⼩計 1,345,296  
 次年度繰越⾦ 567,022 次年度繰越 
 合計 1,912,318  

2019 年度収⽀決算 (案) を以上の通りご提案致します。                2019 年 4 ⽉ 19 ⽇  
会計 吉⽥ 俊⼆ 

  



(7) 2019 年度ゴルフ連盟の市体協参加協⼒事業計画 (案) 
⾃ 2019 年 4 ⽉ 01 ⽇ 
⾄ 2020 年 3 ⽉ 31 ⽇ 

東村⼭市ゴルフ連盟参加協⼒者 
  理事⻑  ⽥中 重義 
 副理事⻑  清⽔ 博史 
年⽉⽇ 会議及び事業名 ⼈数 参加協⼒者 

2019.4.9(⽕) 第 1 回代表者会 1 ⽥中 
2019.6.8(⼟) 平成 31 年度定期総会 1 ⽥中 

2019.6.25(⽕) 第 2 回代表者会 1 ⽥中 
2019.8.20(⽕) 第 56 回市⺠体育⼤会総合開会式役員全体会議 3 ⽥中・清⽔・他 1

2019.9.1(⽇) 第 56 回市⺠体育⼤会総合開会式 3 ⽥中・清⽔・他 1
2019.9.3(⽕) 第 3 回代表者会 1 ⽥中 

2019.10.1(⽔) 第 55 回市⺠⼤運動会役員全体会議 3 ⽥中・清⽔・他 1
2019.10.13(⽇) 第 55 回市⺠⼤運動会 3 ⽥中・清⽔・他 1
2019.11.12(⽕) 第 4 回代表者会 1 ⽥中 
2019.11.17(⽇) スポレクフェスティバル 3 ⽥中・清⽔・他 1

2019.12.7(⼟) 忘年会 3 ⽥中・清⽔・他 1
2020.1.18(⽔) 2020 東村⼭市新春スポーツ懇親会 2 ⽥中・他 1 

2020.2.4(⽕) 第 5 回代表者会 1 ⽥中 
2020.2.25(⽕) 第 45 回みんなで⾛ろう会全体会議 3 ⽥中・清⽔・他 1

2020.3.8(⽇) 第 45 回みんなで⾛ろう会 3 ⽥中・清⽔・他 1
以上の通りご報告致します。       

2019 年 4 ⽉ 19 ⽇ 
理事⻑  ⽥中 重義 

  



東村⼭市ゴルフ連盟役員名簿 
 

役職 ⽒名 住所 電話 備考 
名誉会⻑ 渡部 尚 本町 1-2-3 042-393-5111 東村⼭市市⻑ 

名誉副会⻑ 伊藤 真⼀ 本町 1-2-3 042-393-5111 東村⼭市議⻑ 
顧問 ⼩町 章 廻⽥町 3-5-1 042-391-1552 前会⻑ 
顧問 ⼭⽥ 宏 多摩湖町 2-15-7 042-392-1109 前理事⻑ 

 

本部役員 
役職 ⽒名 住所 電話 備考 
会⻑ 榎本 重雄 久⽶川町 2-18-2 042-391-2143 体協参与 

副会⻑ ⻫藤 凱利 野⼝町 2-22-7 090-8747-7640 競技委員⻑
副会⻑ 櫻井 忠夫 久⽶川町 5-21-1 042-391-0644  
理事⻑ ⽥中 重義 恩多町 5-37-1 ⽥中建具(株) 042-395-1510 体協役員 

副理事⻑ 清⽔ 博史 多摩湖町 2-8-9 042-332-6133 体協役員 
会計 吉⽥ 俊⼆ 秋津町 2-31-22 090-3313-8843  
総務 平野 裕明 恩多町 5-4-7 (株)ドリームクリエーター 090-8015-3243  
理事 姫野 正徳 野⼝町 3-7-7 080-9817-4510  
理事 五⼗棲 絵⾥⾹ 栄町 1-28-2 ロンドゴルフプラザフォレスト 042-395-1731 ⼥⼦部⻑ 
理事 ⼩⼭ ⽂夫 恩多町 5-46-4 042-394-2030 監査 
理事 野澤 巌 廻⽥町 2-16-2 042-391-2362 監査(新任)

 

役員 
役職 ⽒名 住所 電話 備考 
理事 林 康男 ⻘葉町 3-18-38 042-397-8554 ⻘葉町⽀部⽀部⻑ 
理事 ⽯垣 勝 秋津町 3-40-16 090-6044-4259 秋津町⽀部⽀部⻑ 
理事 當⿇ 誠 恩多町 1-7-2 (有)⼤國倉庫 042-391-7071 恩多町⽀部⽀部⻑ 
理事 中丸 繁男 久⽶川町 3-21-8 (有)久⽶川リアルエステート 042-395-1610 久⽶川町⽀部⽀部⻑
理事 ⼩作 直⼈ 恩多町 5-50-32 090-3695-0020 栄町⽀部⽀部⻑ 
理事 ⼤野 博 廻⽥町 3-17-3 042-395-0250 多摩湖町⽀部⽀部⻑
理事 斎⽥ 守雄 萩⼭町 2-11-13 042-391-1122 萩⼭町⽀部⽀部⻑ 
理事 ⼭脇 ⼀徳 廻⽥町 1-22-49 042-392-4604 廻⽥町⽀部⽀部⻑ 

 


