


平成２8年度　事　業　報　告

　　　　　　平成２8年４月１日～平成２9年３月３１日

月　 　項　　　　目 　　内　　　　　　　　　　　　　容

会議 理事会

競技 目黒区春季大会（富士OGMゴルフ市原コース）4組16名

総会 定期総会(富士OGMゴルフ市原コース）

競技（東京都Ｇ連盟） 東京都アマチュアゴルフ選手権男女決勝

競技（東京都Ｇ連盟） 東京都小学生ゴルフ大会

競技（東京都Ｇ連盟） 国民体育大会東京都予選会(少年男子）

目黒体育協会 通常総会

競技（東京都Ｇ連盟） 東京都ジュニアゴルフ選手権

目黒体育協会 都民体育大会春季大会目黒区代表選手結団式

目黒体育協会 都民体育大会春季大会開会式

会議 理事会

競技 初夏コンペ (富里GC)3組12名

競技（東京都Ｇ連盟） 国民体育大会東京都予選会（成年男子・女子）　府中ＣＣ

目黒体育協会 目黒区体育祭閉会式及び解団式

会議 理事会

競技 盛夏コンペ（白鳳ＣＣ）２組8名

レッスン会 ジュニアレッスン会　15名

競技（東京都Ｇ連盟） 東京都ジュニアゴルフ選手権

レッスン会 ジュニアレッスン会　15名

競技(東京都G連盟） 東京都ゴルフ連盟会長杯　男子1名参加

競技（東京都Ｇ連盟） 東京都社会人・女子社会人ゴルフ選手権　1名参加

目黒体育協会 目黒区体育祭開会式

会議 理事会及び都民大会選手激励会

競技 目黒区体育祭秋季ゴルフ大会（富士レイクサイドＣC）４組１3名

レッスン会 シニアレッスン会　20名

競技（東京都Ｇ連盟） 都民体育大会区市町村対抗ゴルフ競技会（男子・女子） 男子4名参加

競技（東京都Ｇ連盟） 東京都シニア・女子シニア・グランドシニアゴルフ選手権

目黒体育協会 めぐろスポーツまつり

目黒体育協会 めぐろシティラン

競技（東京都Ｇ連盟） 東京都ゴルフ連盟理事長杯　中止

目黒体育協会 加盟団体会長会

会議 理事会及び懇親会

東京都ゴルフ連盟 総会

目黒体育協会 新年会

目黒体育協会 綱引き大会

会議 理事会

競技 早春コンペ（京カントリー）　2組8名

レッスン会 ジュニアレッスン会　15名

競技（東京都Ｇ連盟） 東京都知事杯東京都アマチュアゴルフ選手権　男子３名　女子　１名参加

　　　 ※研修会及び全国大会・派遣事業は除いてあります。

※その他目黒体育協会等の会議等に出席
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　４月

　５月

　６月

　７月

　８月
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　12月

　１月

　２月



　　

平成28年4月1日～平成29年3月31日

１、収入の部

　科　　目 　　　予　　　算 決　算 　　　　内　訳

前期繰越金 296,802 296,802 ①

入会金 90,000 24,000 （8名×\3,000）

年会費(１年分) 140,000 118,000  （59名×\2,000）

(半年分) 20,000 5,000   （ 5名 ×\1,000）

大会費 200,000 165,000  ￥33,000　  ４/27  （15名×￥2,000）

                 　　　　        （1名×\3,000）

 ￥23,000　  6/14     （7名×￥2,000）

 　              　　　　      （3名×￥3,000）

 ￥16,000　  7/20     （8名×￥2,000）

 ￥３1,000　10/19    （8名×￥2,000）

 　          　　　　　       （5名×￥3,000）

 ￥4０,000　12/14  （17名×￥2,000）

 　　　　　   　　　　     （2名×￥3,000）

 ￥22,000   　3/9       （ 8名×￥2,000）

               　　　　　　     （2名×\3,000）

補助金 299,000 301,500 ￥54,000      NPO法人目黒体育協会

\85,000　    シニアスポーツ振興事業

\160,000　 ジュニア育成地域推進事業

\2,500　　　都民体育大会参加者交通費

雑収入 2,004 利息等

小　計 749,000 615,504 ②

合　計 1,045,802 912,306 ①∔②

２、支出の部

　科　　目 　　予　　算 　決　　算 内　　　　訳

総会費 30,000 0

印刷通信費 20,000 14,904 封筒等

広報費 100,000 71,804 ホームページ更新メンテナンス

会費等 60,000 60,000 \50,000　東京都ゴルフ連盟年会費

\10,000　NPO法人目黒体育協会年会費

21,324 NPO法人目黒体育協会シニアスポーツ分担金返金

大会費 100,000 146,505 景品代・飲み物代等

レッスン会費 245,000 20,952 レッスン旗

雑費 10,000 2,160 振込み手数料

備品消耗品 10,800 名刺代（高旨・磯野・宮地・西村）

予備費 480,802

小　計 1,045,002 348,449

収支 563,857 次期繰越金

平成２8年度収支決算を上記の通り報告いたします。

会計 東　　誠

　　　

諸帳票,通帳等精査し上記平成２8年度収支決算を適正と認めます。

監事 高橋　勝

                    平成２８年度　収　支　決　算



平成29年度　事　業　計　画（案）

　　　　　　平成２9年４月１日～平成30年３月３１日

　月　日 　項　　　　目 　　内　　　　　　　　　　　　　容

競技 春季大会

総会 定期総会

目黒体育協会 通常総会

目黒体育協会 都民大会選手結団式

目黒体育協会 都民大会開会式

目黒体育協会 区民大会閉会式及び解団式

競技 盛夏コンペ

レッスン会 ジュニアレッスン会

競技 初秋コンペ

目黒体育協会 区民体育祭開会式

競技 秋季大会

レッスン会 シニアレッスン会

目黒体育協会 めぐろスポーツ祭り

レッスン会 初心者レッスン会

目黒体育協会 加盟団体会長会議

目黒体育協会 めぐろシティマラソン

競技 忘年コンペ

レッスン会 ジュニアレッスン

目黒体育協会 新年会

レッスン会 ママゴルレッスン

目黒体育協会 綱引き大会

東京都ゴルフ連盟 総会

競技 早春コンペ

※目黒区Ｇ連盟の主催競技、主催事業の10日前を目途に適宜理事会を

　　　 　開催する。

※目黒体育協会主催行事への協力・参加及び会議等への出席

※東京都ゴルフ連盟等主催事業は別紙添付

　３月

　４月

　５月

　７月

　８月

　９月

　6月

　10月

　11月

　12月

　１月

　２月



　　 　　　　　平成29度　収　支　予　算(案)

平成29年4月1日～平成30年3月31日

１、収入の部

　科　　目 予　　　算 摘　　　　要

前期繰越金 ¥563,857 ①

入会金 ¥90,000 30名×￥3,000

年会費 ¥175,000 80名×￥2,000=￥160,000

15名×￥1,000＝￥15,000(半期）

大会費 ¥202,000 公式大会競技代　￥90,000（２回×15名×￥2,000）

　　　　　　　　　　　　　　（2回×5名×￥3,000）

コンペ競技代　￥112,000（4回×8名×￥2,000）

　　　　　　　　　　　　　　（4回×4名×￥3,000）

補助金 ¥213,600 目黒体育協会 ￥54,000

東京都(ジュニア育成￥106,400＆シニア振興￥53,200）

小　計 ¥680,600 ②

合　計 ¥1,244,457 ①＋②

２、支出の部

　科　　目 　　　予　　　算

総会費 ¥30,000 飲み物代等

印刷通信費 ¥20,000

広報費 ¥100,000 ホームページ更新メンテナンス等

大会費 ¥100,000 景品代等

会費等 ¥60,000 目黒体育協会年会費￥10,000

東京都ゴルフ連盟年会費￥50,000

レッスン会費 ¥159,600 ジュニア育成　￥106,400

シニア育成　￥53,200

雑費 ¥10,000

小計 ¥479,600 ①

予備費 ¥764,857 ②

合　計 ¥1,244,457 ①∔②

※各科目間の流用を認めるものとする。


