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期日 事業名 実績

【普及活動】

毎週土曜日18時～22時30分 協会主催練習会の開催

2018年10月27日(土) 新潟市立巣本小学校体験会　指導

2018年11月1日(木) 新潟市中学校体育教諭向け体験会開催

2018年11月10日(土) 柏崎アクアパーク　アイスリンクオープンイベント 体験教室、ポスター展示など

2019年3月16日(土) 第7回BSNスケートフェスティバル　体験会開催 体験教室、ポスター展示など

2019年3月13日(水)～15日(金) 新潟市立新潟柳都中学校体育授業指導

【大会開催・参加】

2018年4月28日（土） 新潟カーリングビギナーズＣＵＰ

2018年4月29日（日） 第３回新潟血液型選手権

2018年5月25日（金）～27日（日） 第１４回日本車いすカーリング選手権　

2018年7月7日(土)～8日(日) 第２回笹団子CUP新潟カーリング大会

2018年8月24日(金)～26日(日) 世界ミックス４選手権大会日本代表決定戦 チーム派遣

2018年10月20日(土)～21日(日) 第４回新潟オープンカーリング大会

2018年11月17日(土)～18日(日) 第４回関東中部シニアカーリング選手権大会 新潟開催

2019年12月24日(日) 第１回全農杯　全日本小学生カーリング選手権 チーム派遣

2018年12月30日（日） 第３回年忘れカーリング大会

2019年1月24日(木)～27日(日) 第25回中部カーリング選手権大会 チーム派遣

2019年3月2日(土)～3日(日) 第12回中部ミックスダブルスカーリング選手権大会 チーム派遣

【大会招致活動】

通年 JCA主催大会の新潟招致活動

【その他】

通年 協会ホームページ更新作業

平成３０年度（２０１８－２０１９シーズン）事業報告

第１号議案



第２号議案



期日 事業名 実績

【普及活動】

毎週土曜日18時～ 協会主催練習会の開催

2019年7月20日(土) 新潟市中央区スポーツ推進課体験会

2019年11月上旬 柏崎アクアパーク　アイスリンクオープンイベント体験教室、ポスター展示など

2020年3月頃 第8回BSNスケートフェスティバル　対応予定 体験教室、ポスター展示など

2020年3月中旬 新潟市立新潟柳都中学校体育授業指導

【大会開催・参加】

2019年4月29日(月) 第４回新潟血液型選手権

2019年6月15日(土)～16日(日) 第３回笹団子CUP新潟カーリング大会

2019年8月3日(土)～4日(日) ミックス４中部エリアトライアル チーム派遣

2019年11月2日(土)～3日(日) 第５回新潟オープンカーリング大会

2019年12月下旬 第２回全農杯　全日本小学生カーリング選手権 チーム派遣

2019年12月下旬 第４回年忘れカーリング大会

2020年1月4日(土)～5日(日) 第５回関東中部シニアカーリング選手権大会 チーム派遣

2020年1月11日(土)～12日(日) 中部ミックスダブルスカーリング選手権大会 チーム派遣

2020年1月23日(木)～26日(日) 第26回中部カーリング選手権大会 チーム派遣

【大会・事業招致活動】

通年 JCA主催大会の新潟招致活動

【その他】

通年 協会ホームページ更新作業

令和元年（２０１９－２０２０シーズン）事業計画（案）

第３号議案



自 平成31年4月1日　～　至 令和2年3月31日

収入の部

項目 金額 備考

一般競技者登録会費 384,000 12,000円×31名　＋　(前年度未収分)12,000円×1名

一般会員会費 153,000
8,000円(一般)×18名＋3,000円(学生)×2名
＋1,000円(中学生以下)×3名

土曜日協会練習参加費 1,452,000 昨年度実績
土曜練習協会員参加費151,000円　＋　チケット販売代1,301,000円

前年度繰越金 1,153,668

大会参加費等収入 1,113,000
血液型選手権大会　50,000円　　笹団子カップ610,000円
新潟オープン390,000円　年忘れカーリング大会　63,000円

協議規則　協会員購入費 15,000 500円/冊x30冊　前年度購入分

合計 4,270,668

支出の部

項目 金額 備考

ＪＣＡ会費 120,000 120,000円／年

ＪＣＡ競技者登録費 186,000 6,000円×31名

土曜日協会練習アリーナ使用料 1,910,000 昨年度実績

各委員会使用予算 80,000

会議施設費 2,400
理事会600円　総会会場費400円　理事会施設費500円
理事会会議室費　900円

振込手数料 1,728

協会ＨＰサーバ使用料 14,000

上位団体会議等出張費用 100,000

大会経費等 1,193,000
血液型選手権大会　50,000円　　笹団子カップ610,000円
新潟オープン470,000円　年忘れカーリング大会　63,000円

予備費 663,540 土曜協会練習運営費（アリーナ使用料－参加費）含む

合計 4,270,668

※予算の執行にあたり、予算科目金額は必要に応じて流用することができる。

新潟県カーリング協会予算（案） 第４号議案



会長 理事

副会長 理事 事務局長

事務局長 理事

専務理事 理事

会計監事 理事

委員長(理事）

副委員長

※各委員会での決定事項を理事会で審議し、承認されれば事務局より会員に周知し、実行する。

※会員と協会との窓口は全てメール（niigata@curling.or.jp）となります。
　 各種連絡はこちらのアドレスから指定アドレスにお送ります。メールの受信設定をご確認ください。

（会員メールにて周知）

山田　拓郎 上原　和也

各委員会での立案
⇒

臨時理事会で審議
⇒

事務局より会員に周知
（各委員会で協議） （出席者の過半数で可決）

委員

今井　卓 角　裕顕 神保　昌幸

刈谷　早紀 河原　明美 二宮　良子

中野　正志 木原　亨 今泉　好弘 山本　俊

栗林　清隆 河原　崇 関　春香 吉田　恵美子

指導普及委員会

河原　崇 木原　亨
事務局員

佐久間　正和 山本　俊

大橋　哲也 河原　崇（兼務）

総務委員会 競技委員会 強化委員会

小池　純義 中野　正志 河原　崇

新潟県カーリング協会　組織図

会長 副会長 専務理事 理事会

事務局長

会計監事 アイスメイク研究会

二宮　和彦 今泉　好弘 事務局

第
５

号
議

案



新潟県カーリング協会　御中

令和1年度新潟県カーリング協会へ入会いたしたく申請いたします。
期間 令和1年 9月 1日 ～

令和 年 月 日

ふりがな

氏名

会員区分 (〇をつけてください）
(年度途中の変更はできません）

1・【競技者登録会員】　2・【一般会員】　
　　　　（12,000円）　　　　　  (8,000円)      　　   

3・【学生競技者会員】　4・【学生一般会員】 5・【中学生以下会員】
　　　　　(6,000円)　　　　　　　（3,000円）　　　　　　　（1,000円）

※年度途中の入会は上記を月割り計算(10円以下四捨五入）した額となります。

現住所：〒

生年月日（西暦）

電話

FAX

e-mail　（niigata@curling.or.jp からのメールが受信できるよう設定してください）

所有カーリング関係資格　 　　(資格名および取得年を記入)

入力

入  会  申  込  書

1年間

 申請年月日

会費と一緒に事務局河原へご提出ください。
※提出期限　令和1年8月31日(土）

以下、事務局使用欄

※記入漏れがないようすべてご記入ください。
受付日 入金日

第６号議案（１）



第６号議案（２）


