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第１号議案

１．会　　務

■本部関連

会議名等 年　月　日 会　　場

会計監査 4月1日 錦町庁舎

・平成27年度 会務並びに事業報告

・平成27年度 収支決算報告並びに監査報告

・平成28年度 会務並びに事業計画（案）

・平成28年度 収支予算（案）

・規約改正（案）

・部会育成費、区助成金等の見直しについて

・慶弔費（内規）について

平成29年
1月18日

・部会育成費、区助成金等の見直しについて

・慶弔費（内規）について

平成29年
 1月12日

4月6日 カメイアリーナ仙台

研修室

・部会育成費，区助成金等の見直しについて

・指導者・母集団研修会、登録説明会について

平成28年度 会務並びに事業報告

摘　　　　　　　　　　要

会計監査

・平成28年度 会務日程（案）について

・仙台市・白老町歴史姉妹都市スポーツ少年団交流会について

・平成28年度 会務日程（案）について

・仙台市・白老町歴史姉妹都市スポーツ少年団交流会について

・平成29年度委員総会について

・平成29年度入団式・交流会について

・県スポ少・日本スポ少表彰者の推薦について

・県スポ少・日本スポ少表彰者の推薦について

・ジュニア・リーダースクールについて

5月19日

3月16日 〃

常任委員会

7月26日

三役委員長会

委員総会

3月8日

2月14日

錦町庁舎
2F会議室

5月13日 錦町庁舎
2Fサロン

7月13日

・部会育成費，区助成金等の見直しについて

・指導者・母集団研修会、登録説明会について

・指導者・母集団研修会、登録説明会について

・平成29年度入団式・交流会について
2月23日 〃

・仙台市・白老町歴史姉妹都市スポーツ少年団交流会について

錦町庁舎
3F会議室

・ジュニア・リーダースクールについて

〃 ・認定員養成講習会講師派遣について

11月4日 〃

〃

〃

10月24日

錦町庁舎
2F会議室 ・平成29年度入団式・交流会について

・ジュニア・リーダースクールについて

・ジュニア・リーダースクールについて

・認定員養成講習会講師派遣について

・仙台市・白老町歴史姉妹都市スポーツ少年団交流会について

〃

・平成29年度委員総会について

〃
・指導者・母集団研修会、登録説明会について

・平成29年度入団式・交流会について
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■専門委員会

会議名等 年　月　日 会　　場

・部会育成費、区助成金の見直しについて

・慶弔費（内規）について

・部会育成費、区助成金の見直しについて

平成29年
1月30日

平成29年
3月14日
4月9日 アートスタジオ

4月16日 シェルコムせんだい

4月29日 市武道館会議室

6月18日 たいらん

7月24日 青葉体育館

8月11日～

13日
泉岳自然ふれあい館

9月4日 館小体育館

11月3日 泉体育館会議室

11月23日 泉体育館

平成29年
1月21日
1月28日 泉体育館

1月28日 泉体育館会議室

1月29日 〃

3月4日 市役所8Ｆホール

3月14日 錦町庁舎

3月25日 I・L・C

3月26日 アート・スタジオ

4月9日 アートスタジオ

4月16日 シェルコムせんだい

4月29日 青葉体育館

6月4日 アートスタジオ

7月24日 青葉体育館

7月30日 アートスタジオ

8月11日～

13日
泉岳自然ふれあい館

8月27日 アートスタジオ

9月3日 I・L・C

9月4日 館小体育館

11月23日 泉体育館

平成29年
1月21日
2月26日 〃

3月4日 市役所8Ｆホール

3月25日 I・L・C

3月26日 アート・スタジオ

・体力テスト研修会

アート・スタジオ

・平成29年度入団式・交流会について（合同委員会）

総務企画広報
委員会

組織強化
交流事業
委員会

指導者・
リーダー育成

委員会

・総会準備・資料作成

・平成29年度入団式・交流会について（合同委員会）

 10月17日 錦町庁舎
3F会議室

12月22日 〃

2月13日 〃

・指導者・母集団研修会

・体力テスト

・指導者・母集団研修会勉強会

・指導者講習会

・総会

・広報誌「朝風」第23号の作成について

摘　　　　　　　　　　要

・認定員講習会打ち合わせ

アート・スタジオ

・メディカル講習会Ⅰ

・入団式

・ジュニア・リーダースクール反省会

〃
・広報誌「朝風」第23号発行について

・平成28年度決算見込について

・広報誌「朝風」第23号発行について

・決算見込・予算（案）について

・ジュニア・リーダースクール準備会

・入団式打ち合わせ

・ジュニア・リーダースクール　

・ジュニア・リーダースクール現地研修報告会

・ジュニア・リーダースクール事前研修会・準備会

・広報誌「朝風」第23号の作成について

錦町庁舎
2F会議室

リーダー会

・総会

・ジュニア・リーダースクール準備会

・ジュニア・リーダースクール反省会の準備

・ジュニア・リーダースクール反省会

・メディカル講習会Ⅰ

・入団式・交流会

・指導者・母集団研修会

・ジュニア・リーダースクール準備会

・入団式打ち合わせ

・ジュニア・リーダースクール準備会

・ジュニア・リーダースクール事前研修会

・指導者・母集団研修会の勉強会

・ジュニア・リーダースクール　

・総会準備・資料作成

・ジュニア・リーダースクール準備会

・体力テスト研修会
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２．本部事業

年　月　日
　

　

３．支援事業

年　月　日

４．地域貢献活動

年　月　日

事　　業　　名

第29回仙台市・白老町
歴史姉妹都市スポーツ
少年団交流会（受入）

8月5日~7日 仙台市内各所
宮城広瀬総合運動場

3月4日

8月11日~
　 13日

指導者・母集団研修会
並びに29年度登録説明会

仙台市役所8階ホール
参加団数　220団
参加人数　348名

参加団数　15団
参加人数　57名泉岳自然ふれあい館

ジュニア・リーダー
スクール

事　　業　　名 会　　　　　場 備　　　　　考

会　　　　　場 備　　　　　考

事　　業　　名 会　　　　　場 備　　　　　考

仙台市スポーツ少年団
一斉清掃

4月~
平成29年1月 仙台市内各所

参加団数　66団
参加人数　1,889名

入団式・交流会 シェルコムせんだい4月16日 ・入団式　106団 1,422名
・交流会　  48団 　403名
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５．部会事業

年　月　日 会　　場

理事会 4月6日 若林体育館

総会 5月18日 〃

河北カップ 6月～7月 市内小学校

理事会 7月21日 若林体育館

理事会 8月30日 〃

韓国光州市親善交流
遠征

10月9日～12日 光州市

理事会 11月7日 若林体育館

冬季新人交流大会 12月～29年3月 市内小学校

理事会 平成29年1月24日 若林体育館

ヒロスポーツ杯
2月18・19日

3月5日 古城小学校他

仙台チャンピオンズ
カップ

2月25日 松島フットボールセンター

理事会 4月1日 河童亭

総会及び代表者会 4月7日 カメイアリーナ仙台

研修室

春季バレーボール
交流大会

4月16日 〃

理事会 6月30日 河童亭

代表者会 7月6日 カメイアリーナ仙台

研修室

夏季バレーボール
交流大会

7月18日 〃

理事会 10月29日 河童亭

代表者会 11月10日 宮城野体育館会議室

新人バレーボール
交流大会

11月23日 宮城野体育館

理事会 12月27日 萬寿山

代表者会 平成29年1月12日 カメイアリーナ仙台

研修室

冬季バレーボール
交流大会

1月21日 〃

事業名・会務 備　　　　　　　　　　考

27年度事業報告等・28年度事業（案）

総会について

光州遠征について

54チーム

12チーム

30チーム

ベガルタカップ、延岡交流、光州遠征に
ついて

63チーム

ヒロカップ、仙台チャンピオンズカップ
について

遠征 選手15名　コーチ3名遠征

ヒロカップ、チャンピオンズ、新人交流
大会について

参加チーム　35団

総会、春季バレーボール大会について

参加チーム　30団

冬季バレーボール大会について

バ
レ
ー

ボ
ー

ル

サ
ッ

カ
ー

参加チーム　28団

総会、春季バレーボール大会代表者会

夏季バレーボール大会について

夏季バレーボール大会代表者会

新人バレーボール大会について

新人バレーボール大会代表者会

冬季バレーボール大会代表者会

参加チーム　30団
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年　月　日 会　　場事業名・会務 備　　　　　　　　　　考

第1回役員会 4月10日 富沢市民センター

第2回役員会 5月7日 〃

定期総会 5月21日 カメイアリーナ仙台
研修室

指導者育成母集団
研修会

5月21日 カメイアリーナ仙台
研修室

第3回役員会 6月12日 富沢市民センター

第4回役員会 7月23日 〃

第23回仙台市カップバス

ケットボール大会兼第34回
仙台市スポーツ少年団バス
ケットボール交流大会

8月7日 泉総合体育館

第5回役員会 8月18日 富沢市民センター

第23回仙台市カップバス

ケットボール大会兼第34回
仙台市スポーツ少年団バス
ケットボール交流大会

8月27・28日
9月3・4日

カメイアリーナ仙台・青
葉体育館・泉総合体育

館・若林体育館・宮城野
体育館

秋季中学生バスケット
ボール大会

8月27日 五橋中学校

第14回さいたまシティ
カップ 12月10・11日 さいたま市記念総合

体育館

第6回役員会 3月1日 富沢市民センター

定期総会 4月3日 カメイアリーナ仙台

審判講習会 4月3日 富沢公園運動広場

春季野球交流大会 4月17日~ 市内野球場

役員会 6月19日 柏木市民センター

中学前期交流大会 6月19日~ 市内野球場

審判講習会 7月3日 富沢公園運動広場

秋季・新人交流大会 9月4日~ 市内野球場

中学後期・新人交流大会 10月30日~ 〃

役員会 平成29年1月28日 柏木市民センター

総会 5月5日 泉体育館

第19回仙台市スポーツ

少年団柔道の形競技大会
7月23日 泉武道館

第29回仙台市スポーツ

少年団学年別柔道大会
8月7日 仙台市武道館

野
 
球

総会・指導者育成母集団研修会について

市カップ監督会議、審判講習会、競技方法、
開閉会式について

・平成27年度事業報告及び決算報告

・平成28年度事業計画(案)及び予算(案)

バ
ス
ケ
ッ

ト
ボ
ー

ル

仙台市カップ上位男女　各1チーム推薦派遣

『少年期のアスリートの食育について』

宮城学院女子大学 准教授  丹野 久美子氏

出席54団　177人

男子4チーム、女子5チーム参加

男女各3チームを県大会に推薦

・平成27年度事業報告
・平成28年度事業計画(案)　等

参加 72団・2,800人

春季中学生
バスケットボール大会

Ｈ28年度総会

9団　126名

男子4チーム、女子5チーム参加

男女各2チームを県大会に推薦

大会関係等

参加 16団・1,000人

12組　24名

後期大会参加 16団・新人大会参加 16団

秋季大会参加 67団・新人大会参加 58団

大会総括

参加 60団・80人

H29事業計画（案）、総会、指導者研修会、
仙台市カップ

平成29年2月25日

仙台市カップ審判講習会・監督会議

・優勝大会：67チーム

・交流大会：19チーム

・プチ交流大会：6チーム

事業計画・総会・研修会・仙台市カップについて

仙台市カップ開催要項（案）の確認について

市カップ役割分担、役員配置、
ＴＯ審判割表、準備物について

柔
 
道

五橋中学校

参加 60団・100人
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年　月　日 会　　場事業名・会務 備　　　　　　　　　　考

夏期交流大会 7月30日 若林体育館

新春兼南三県交流大会 平成29年1月28日 宮城野体育館

冬期交流大会 2月18日 〃

役員会 2月18日 〃

総会 9月24日 宮城刑務所双竜亭

全国スポーツ少年団剣
道交流大会宮城県予選
会選手選考会

9月24日 宮城刑務所武道場

幼少年剣道交流会 平成29年3月20日 秋保体育館

総会 4月9日 部会長宅

宮城県スポーツ少年団
ラグビー大会打合せ

5月14日 〃

宮城県スポーツ少年団
ラグビー大会打合せ

6月25日 〃

宮城県スポーツ少年団
ラグビー大会

7月3日 豊里花の公園

総会打合せ 平成29年3月25日 部会長宅

本大会準備会 4月2日 アート・スタジオ

　　 〃 4月9日 小笠原宅

       〃 4月23日 I・L・C

第28回大会 4月29日 仙台市武道館

秋季大会準備会 4月29日 武道館会議室

       〃 5月14日 アート・スタジオ

       〃 6月19日 I・L・C

       〃 7月28日 かに政宗

       〃 9月22日 I・L・C

       〃 10月8日 アート・スタジオ

28年度秋季大会 11月3日 泉体育館

新人大会準備会 11月3日 泉体育館会議室

       〃 12月8日 西中田コミセン

       〃 平成29年1月28日 アート・スタジオ

       〃 2月19日 西中田コミセン

総会準備会 3月18日 I・L・C

新人大会 3月19日 仙台市武道館

審判講習会 3月19日 〃

総会 3月19日 武道館会議室

剣
 
道

ラ
グ
ビ
ー

バ
ド
ミ
ン
ト
ン

パンフレット作成・印刷

大会組み合わせ抽選会

60名参加

パンフレット作成

パンフレット印刷・発送

参加賞・メダル等発注

350名参加

新人交流大会

秋季大会準備会

120名参加

空手道交流大会

リーグ戦、組合せ抽選会
4団・19名参加

H27事業報告・監査報告、H28事業計画・
予算案・役員改選他

秋季交流大会

大会組み合わせ抽選会

大会役員・審判・係員選定

新人戦打ち合わせ会

秋季大会打ち合わせ

空
手
道

大会組み合わせ抽選会

パンフレット作成準備

パンフレット作成・メダル等発注

総会準備

トーナメント戦 9部門

33団・279名参加
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年　月　日 会　　場事業名・会務 備　　　　　　　　　　考

役員会 5月10日・18日 ガスト・ジョイフル

演技発表会 6月2日 泉海洋センター

総会 6月2日 〃

役員会 6月10日・21日 〃

第3回仙台市トラン
ポリン競技選手権大会

第1回障害者トラン
ポリン演技大会

6月25日 〃

一斉清掃 6月25日 〃

トランポリン無料体験 6月25日 〃

第6回トランポリン
ジャンケン大会

7月21日 〃

お楽しみ会
7月21日・12月15日
平成29年3月20日

〃

役員会 8月4日 〃

一斉清掃 10月27日 〃

役員会 12月14日 〃

ニュースポーツ大会 平成29年3月30日 〃

部会 随時 〃

母集団親睦会 3月30日 〃

外部講師招聘講習会
4月～

　平成29年3月
　旭ケ丘市民センター

例会（泉区）
4月～

　平成29年3月 将監市民センター

例会（青葉区）
4月～

　平成29年3月 旭ヶ丘市民センター

例会（宮城野区）
4月～

　平成29年3月 榴岡市民センター

スタッフ・コーチ会議 4月28日 長町コミセン

JrDSC Sendai　総会 5月8日 黒松市民センター

スタッフ・コーチ会議 5月8日 長町コミセン

グランプリin大阪 5月15日 不死王閣

スタッフ・コーチ会議 6月15日 長町コミセン

ユース・ジュニア・
ジュブナイル大会

7月18日 青葉体育館

スタッフ・コーチ会議 8月12日 長町コミセン

グランプリin仙台 9月13日 青葉体育館 クラブ事〈ランキング戦・ジュニア戦〉

スタッフ・コーチ会議 11月4日 長町コミセン

スタッフ・コーチ会議 平成29年1月15日 長町コミセン

総会

9.11グランプリ仙台大会会場準備

ダ
ン
ス
ス
ポ
ー

ツ

宮城県大会出場反省

大会準備計画

全員参加

大会準備計画

参加46名

スタッフ・コーチ指導会：40回

月3回

大会準備計画

ト
ラ
ン
ポ
リ
ン

大会準備計画

全員参加

指導者2名・母集団/団員6名

成果＆課題の検討会

講師4名

スタッフ・コーチ指導会：40回

28.5.1大会出場準備、総会準備

実績報告・次期計画・保護者会

クラブ事業〈ジュニア戦出場〉

市民総体＆オールジャパン大会準備

仙台市民総合体育大会

指導者・母集団

スタッフ・コーチ指導会：20回

全員参加

指導者2名・母集団10名・団員6名
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６．各区事業

年　月　日 会　　場

役員会 4月1日 柏木市民センター

総会 4月5日 柏木市民センター

母集団研修会
平成29年
2月25日

仙台ベガロポリス

総会 4月3日 東部市民センター

役員会 9月28日 東部市民センター

指導者・育成母集団研修会
平成29年

     1月21日 東部市民センター

役員会 1月28日 東部市民センター

役員会      2月4日 東部市民センター

第13回宮城野区スポーツ
少年団交流会

3月6日 新田東総合運動場

役員会     3月24日 東部市民センター

第1回役員会 4月 七郷市民センター

総会 4月22日 〃

第2回役員会 5月31日 〃

第3回役員会 7月3日 〃

母集団研修会 7月7日 〃

一斉清掃 7月10日 区内小学校

第4回役員会 11月16日 〃

第5回役員会
平成29年
1月19日 〃

第6回役員会 3月9日 〃

監査 4月7日 富沢市民センター

総会 4月14日 〃

第1回役員会 5月26日 〃

第2回役員会 6月23日 〃

指導者・母集団研修会 7月14日 〃

第3回役員会 11月17日 〃

団員交流会 　12月10日 ボウルグルパーズ

指導者・母集団情報交換会
平成29年

     1月14日 とり鮮

第4回役員会 2月9日 富沢市民センター

第5回役員会 3月2日 〃

若
林
区

ボーリング大会

総会について

事業・会計報告、29年度事業計画・予算について

18団 610名（団員・指導者・保護者）大会等により

7/10以外の実施団体含む

仙台市会議報告、役員改選、次年度総会について

仙台市会議報告、役員改選について

10団 45名　接骨院院長による講演・実技及び栄養士
による講演

仙台市会議報告、母集団研修会総括、中間会計報
告、次年度事業計画について

太
白
区

会計監査

スポーツ活動中の熱中症の対策　22団 60名

指導者・母集団研修会について

指導者・母集団研修会について

27年度事業・決算報告/28年度事業・予算計画

17団・20名

母集団研修会・団員交流について

事業名・会務 適　　　　　　　　　　要

総会打合せ

宮
城
野
区

監査、定期総会について

青
葉
区

決算・事業報告／事業計画

スポーツ指導の今昔

交流大会について

交流大会について

ストレッチ講習

体力テスト・交流会
参加団員135名・関係者35名

交流大会・役員選出について

今後の活動・情報交換　7団 10名

研修会について

総会について

指導者・母集団研修会、一斉清掃活動について

指導者・母集団研修会について
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年　月　日 会　　場

第1回理事会 4月10日 泉海洋センター

第2回理事会 4月25日 〃

第3回理事会 7月10日 泉体育館会議室

第4回理事会 10月1日 〃

第5回理事会 11月10日 〃

メディカル講習会Ⅰ 11月23日 泉体育館 熱中症予防講習会／テーピング講習会　47名

第6回理事会 12月15日 泉海洋センター

第7回理事会
平成29年

　 1月20日 〃

泉区スポーツ少年団大会
指導者・母集団研修会

1月28日 泉体育館

メディカル講習会Ⅱ 2月26日 泉消防署

第8回理事会 3月18日 泉海洋センター

７．指導者協議会

年　月　日 会　　場

役員会 4月2日 アートスタジオ

仙台市委員総会 4月6日 カメイアリーナ仙台

研修室

入団式・交流会 4月16日 シェルコムせんだい

役員会 6月18日 泉岳自然ふれあい館

役員会 7月28日 かに政宗

役員会 8月20日 Ｉ・Ｌ・Ｃ

役員会 9月4日 館小体育館

認定員講習会 11月26・27日 東京エレクトロンホール

認定員講習会 12月10・11日 〃

役員会
平成29年
1月28日 泉体育館会議室

指導者・母集団研修会 3月4日 仙台市役所6F

役員会 3月25日 Ｉ・Ｌ・Ｃ

総会 3月26日 アートスタジオ

総会 4月5日 柏木市民センター

交流会
平成29年

   　2月25日
ベガロポリス

総会 2月25日 〃

母集団研修会    　2月25日 〃

ジュニアリーダースクールについて

摘　　　　　　　　　　要事業名・会務

泉
 
区

ジュニアリーダースクール事前研修会

認定員講習会について

適　　　　　　　　　　要

泉区スポーツ少年団大会について

事業計画について

総会準備

救急救命講習会・AED講習会

ストレッチ

認定員講習会について

事業案内発送について

泉区スポーツ少年団大会について

泉区スポーツ少年団大会について

運動適性テスト・ニュースポーツ　145名
「食育」について・試合前後の飲食について　39名

入団式・交流会について

委員総会支援

事業名・会務

総会資料作成

認定員再研修会について

認定育成員講師派遣・設営・運営

認定育成員講師派遣・設営・運営

事業報告決算・役員改選

仙
台
市

決算・事業報告／事業計画

入団式・交流会について

青
葉
区

交流会支援

ボーリング大会

指導者・母集団研修会講師派遣について

講師派遣
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年　月　日 会　　場

総会 4月3日 東部市民センター

第1回役員会 9月28日 〃

第2回役員会
平成29年
1月20日 〃

指導者・育成母集団研修会 1月21日 〃

第3回役員会 2月4日 〃

第4回役員会 3月31日 〃

第1回役員会 4月 七郷市民センター

総会 4月22日 〃

第2回役員会 5月31日 〃

第3回役員会 7月3日 〃

指導者・母集団研修会 7月7日 〃

一斉清掃 7月10日 区内小学校

第4回役員会 11月16日 七郷市民センター

第5回役員会
平成29年
1月19日 〃

第6回役員会 3月9日 〃

監査 4月7日 富沢市民センター

総会 4月14日 〃

第1回役員会 5月26日 〃

第2回役員会 6月23日 〃

第3回役員会 11月17日 〃

指導者・母集団情報交換会
平成29年

　 1月14日 とり鮮

第4回役員会 2月9日 富沢市民センター

指導者・母集団研修会 2月16日 太白消防署

第5回役員会 3月2日 富沢市民センター

第1回理事会 4月10日 泉海洋センター

第2回理事会 4月25日 〃

第3回理事会 7月10日 泉体育館会議室

第4回理事会 10月1日 〃

第5回理事会 11月10日 〃

メディカル講習会Ⅰ 11月23日 泉体育館 熱中症予防講習会／テーピング講習会　47名

第6回理事会 12月15日 泉海洋センター

第7回理事会
平成29年

　 1月20日 〃

泉区スポーツ少年団大会
指導者・母集団研修会

1月28日 泉体育館

第8回理事会 3月18日 泉海洋センター

泉
 
区

運動適性テスト・ニュースポーツ　145名
「食育」について・試合前後の飲食について　39名

18団 610名（団員・指導者・保護者）大会等により
7/10以外の実施団体含む

10団 45名　接骨院院長による講演・実技及び栄養士
による講演

仙台市会議報告、母集団研修会総括、中間会計報
告、次年度事業計画について

仙台市会議報告、役員改選、次年度総会について

交流会・母集団研修会についての打合せ

指導者・母集団研修会、一斉清掃活動について

指導者・母集団研修会について

指導者・母集団研修会について

次年度役員選考について

太
白
区

総会について

救急救命講習会・AED講習会　18団 53名

9団10名

事業・会計報告、28年度事業計画・予算について

27年度事業・決算報告/28年度事業・予算計画

17団・20名

指導者・母集団研修について

母集団研修会・団員交流について

仙台市会議報告、役員改選について

平成28年度会計監査及び総会準備

講演会・「いまどきの子供達との接し方・スポーツ
指導の今昔」
講師・聖和学園高等学校副校長　三浦亮氏

事業名・会務 摘　　　　　　　　　　要

総会について

若
林
区

宮
城
野
区

泉区スポーツ少年団大会について

事業計画について

会計監査

ジュニアリーダースクールについて

泉区スポーツ少年団大会について

総会準備

入団式・交流会について

事業案内発送について

指導者・母集団研修会について

泉区スポーツ少年団大会について

研修会について
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(1)登録の推移

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度

305 306 296 300 299 303

7,024 7,001 6,881 6,762 6,771 6,982

1,619 1,598 1,695 1,798 1,821 1,835

(2)平成28年度 登録状況

男 女 計 男 女 計

5,333 1,649 6,982 1,420 415 1,835

(3)種目団体数 （13種目）

種 目
番 号 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度

― 複　合 6 6 6 6 6

03 サッカー 74 77 79 79 82

04-4 スノーボード 1 1 1 1 0

05 テニス 1 1 1 0 0

09 バレーボール 47 43 45 43 42

11 71 69 68 70 71

19 卓　球 1 0 0 1 1

20 野　球 81 81 82 79 79

24 柔　道 10 9 9 9 9

26 バドミントン 5 5 4 4 4

29 剣　道 9 9 9 10 10

31 ラグビー 1 1 2 2 2

35 空手道 16 12 12 12 14

55 トランポリン 1 1 1 1 1

99 ダンススポーツ 1 1 1 1 1

バスケットボール

仙台市スポーツ少年団 登録状況

年　　　　　　　　　　度

団　　員　　数 指　導　者　数
団　　数

303

種　　　目

団　　数

団 員 数

指導者数
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第２号議案

収入 11,454,487 円
支出 11,454,487 円

予算額(a) 決算額(b) 増減(b)-(a)

8,040,000 9,291,300 1,251,300

910,000 1,101,100 191,100 @ 650 X 1,694 = 1,101,100

4,370,000 5,023,600 653,600 @ 950 X 5,288 = 5,023,600

480,000 548,400 68,400 @ 1,200 X 457 = 548,400

2,280,000 2,618,200 338,200 @ 1,900 X 1,378 = 2,618,200

1,346,000 1,348,000 2,000

1,100,000 1,100,000 0

246,000 248,000 2,000

20,514 20,041 △ 473

514 41 △ 473

20,000 20,000 0

450,000 278,300 △ 171,700 @ 6,000 X 46 = 276,000 /2,300

516,846 516,846 0

10,373,360 11,454,487 1,081,127

科　　　　目 予算額(a) 決算額(b) 増減(b)-(a)

6,063,200 6,996,900 933,700
560,000 677,600 117,600 @ 400 X 1,694 = 677,600

3,220,000 3,701,600 481,600 @ 700 X 5,288 = 3,701,600
360,000 411,300 51,300 @ 900 X 457 = 411,300

1,923,200 2,206,400 283,200 @ 1,600 X 1,379 = 2,206,400
605,160 618,144 12,984

410,160 431,370 21,210

150,000 140,800 △ 9,200

35,000 33,974 △ 1,026

10,000 12,000 2,000

3,551,000 3,137,698 △ 413,302
1,370,000 1,135,852 △ 234,148

入団式・交流会 350,000 349,460 △ 540

委員総会 20,000 20,000 0
ジュニアリーダースクール 750,000 532,643 △ 217,357

広報（朝風） 100,000 86,184 △ 13,816

研修会・登録説明会 150,000 147,565 △ 2,435
300,000 245,846 △ 54,154

300,000 300,000 0 60,000×5区

250,000 250,000 0 40,000×5区  　市：50,000 　　　

40,000 40,000 0
1,191,000 1,141,000 △ 50,000

100,000 25,000 △ 75,000
154,000 152,000 △ 2,000
154,000 152,000 △ 2,000

0 10,000 10,000 熊本市体育協会へ（市体協経由）

0 539,745 539,745

10,373,360 11,454,487 1,081,127

補　助　金

平成２８年度仙台市スポーツ少年団収支決算

期間　平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日

収　　入 （単位：円）

科　　　目 摘　　　　　要

登　録　料

団員登録料

指導者登録料

ジュニアリーダースクール参加料

仙台市体育協会

宮城県スポーツ少年団

雑収入

銀行受取利息 　　　

その他 （公財）スポーツ安全協会

総　務　費

年度準備金

合　　計

支　　出

摘　　　　　要

登　録　料

団員登録料

指導者登録料

事　務　費 消耗品、通信費、賞状代

会　議　費 理事会、専門委員会交通費

渉　外　費 慶弔関係等

指導協助成

研　修　費 会議・研修会負担金

事　業　費

本部事業費

指導者・育成母集団研修会・登録説明会

白老交流

区 助 成 金

リーダー育成費 リーダー会

部会育成費

派遣費 全国・東北大会

合　　計

負　担　金

仙台市体育協会

支援金寄付（市体協）

次年度準備金
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日付 　　摘　　要 収入金額 支出金額 差引残高

4月1日 平成28年度当初 1,753,425 1,753,425

8月13日 銀行利子 19 1,753,444

11月7日 熊本市スポーツ少年団支援金 10,315 1,743,129

2月11日 銀行利子 7 1,743,136

3月31日 平成28年度末残高 1,743,136

　仙台市スポーツ少年団 特別会計

　 期間　平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日

預入先　七十七銀行　仙台市役所支店
普通　５１５３２５５
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第３号議案

【基本方針】

　スポーツ少年団は，青少年期における人間の人格形成を主眼とした教育的配慮に基いたも

のであり，発育発達期にある少年少女たちの健康な身体と心を育てることにある。

【重点目標】

１．スポーツ少年団の交流事業の充実により団員の相互の融和をはかる。

２．スポーツ少年団加入の促進を図る。（団員は3歳以上から加入可:平成29年度より）

３．指導者の資質の向上を図る。

４．リーダー会の育成を図る。

５．母集団育成の内容を充実させる。

６．白老交流事業のありかたについて検討する。

７．区スポーツ少年団の事業の拡大を目ざす。

８．地域貢献活動の一環として，団員による地域清掃を実施する。

１．会　　務

(1)委員総会

会　　場

・平成28年度 会務並びに事業報告

・平成28年度 収支決算報告並びに監査報告

・平成29年度 会務並びに事業計画（案）

・平成29年度 収支予算（案）

・役員改選（案）

(2)常任委員会・三役委員長会

会　　場 摘　　　　　　　　　　要年 月 日

11月上旬（　〃　）

錦町庁舎

3月下旬（　〃　）

三役委員長会随時

平 成 29 年 度 事 業 計 画 （案）

7月下旬（　〃　）

1月中旬（　〃　）

2月中旬（　〃　）

カメイアリーナ仙台

研修室

5月上旬（常任委員会）

年 月 日 摘　　　　　　　　　　要

4月5日

・必要事項の審議

15



(3)各専門委員会

年 月 日

4月
4月15日

12月
平成30年3月

3月
4月

4月15日
5月

12月
平成30年2月

3月
3月
随時

4月1・8日 ・入団式について

4月15日 ・入団式・交流会　

5月・6月 ・ジュニアリーダースクールについて

7月22日 ・ジュニアリーダースクール事前研修会

8月11～13日
8月 ・ジュニアリーダースクール反省会

11月23日 ・メディカル講習会Ⅰ

平成30年1月
1月28日 ・運動適性テスト

1月28日 ・指導者・母集団研修会について

2月
3月
3月

4月1・8日 ・入団式について

4月15日 ・入団式・交流会　

5月・6月 ・ジュニアリーダースクールについて

7月22日 ・ジュニアリーダースクール事前研修会

8月11～13日
8月 ・ジュニアリーダースクール反省会

11月23日 ・メディカル講習会Ⅰ

平成30年1月
1月28日 ・運動適性テスト

2月
3月
3月

・ジュニアリーダースクール

・総会　

・メディカル講習会Ⅱ

・指導者・母集団研修会　

リーダー会

・ジュニアリーダースクール

・指導者・母集団研修会　

・体力テストについて

・入団式・交流会人員配置等

委員会名 摘　　　　　　　　　　要

随 時
(4回程度)

総務企画広報
委員会

・29年度取材活動について

・入団式・交流会 取材

・各専門委員会からの要望・試案

・総会　

・「朝風」第24号発行について

・「朝風」第24号発行

指導者・リーダー
育成委員会

・体力テストについて

組織強化交流事業
委員会

・仙台市・白老町交流会について

・登録説明会について

・研修会・登録説明会 取材

・研修会・登録説明会

・メディカル講習会Ⅱ

・各種交流事業について

・入団式・交流会

・研修会及び登録説明会役割分担について

・年間事業協議

・年間予算の動向

・入団式・交流会人員配置等
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２．本部事業

３．支援事業

４．地域貢献事業

4月15日 シェルコムせんだい

29年度指導者・母集団研修会

並びに30年度登録説明会
未定

年　月　日事    業    名

平成30年3月

備　　　　　考

平成29年度 入団式・交流会

ジュニア・リーダースクール 8月11日~13日 泉岳自然ふれあい館

事    業    名 年　月　日 備　　　　　考

白老町スポーツ少年団
交流会（遠征）

7月28日~30日 北海道白老町

事    業    名 年　月　日 備　　　　　考

仙台市スポーツ少年団
一斉清掃

随　時
・一斉清掃月間 6月・10月
・市内各所

17



５．部会事業

年 月 日 会　　　　場

理事会 4月18日 若林体育館

総会 5月23日 〃

河北カップ 6月~7月 市内小学校

理事会 7月25日 若林体育館

理事会 11月7日 〃

理事会 1月24日 若林体育館

ヒロスポーツ杯 2月~3月 市内小学校

仙台チャンピオンズカップ 2月24日 未定

光州市来仙親善交流大会 未定 未定

総会及び代表者会 4月21日 カメイアリーナ仙台
研修室

春季交流大会 4月30日 カメイアリーナ仙台
研修室

夏季交流大会代表者会 未定 未定

夏季交流大会 9月9日 若林体育館

新人交流大会代表者会 11月9日 宮城野体育館会議室

新人交流大会 11月23日 宮城野体育館

冬季交流大会代表者会
平成30年

2月1日
カメイアリーナ仙台

研修室

冬季交流大会 2月12日 泉体育館
カメイアリーナ仙台

役員会 随時 未定

定期総会 5月27日 カメイアリーナ仙台
研修室

指導者育成母集団研修会 5月27日 カメイアリーナ仙台
研修室

第24回仙台市カップ兼

第35回仙台市スポーツ
少年団交流大会

8月6日 泉総合体育館

第24回仙台市カップ兼

第35回仙台市スポーツ
少年団交流大会

9月
2･3･9･10日

カメイアリーナ仙台・青葉体育
館・若林体育館・泉総合体育
館・宮城野体育館

秋季中学生バスケットボール
大会

8月下旬 未定 県大会日程により詳細決定

第15回さいたまシティ
カップ

12月下旬 さいたま市記念総合体育館

春季中学生バスケットボール
大会

平成30年
2月下旬

未定 県大会日程により詳細決定

事業名・会務

バ
レ
ー

ボ
ー

ル

平成28年度事業報告及び決算報告

平成29年度事業計画(案)及び予算(案)

備　　　　　考

サ
ッ

カ
ー

バ
ス
ケ
ッ

ト
ボ
ー

ル

冬季新人交流大会 市内小学校

優勝大会・交流大会・プチ交流大会

仙台市カップ審判講習会・監督会議

ベガルタカップ、延岡交流について

総会兼代表者会

総会、河北カップについて

30チーム

未定

仙台5チーム　招待7チーム

未定

事業報告、会計報告、事業計画等

55チーム参加予定

ヒロカップ、チャンピオンズ、冬季新人交流大会
について

総会から委任された事項の審議

仙台市カップ上位男女各1チーム推薦

12月~
平成30年3月

ヒロカップ、仙台チャンピオンズについて

55チーム参加予定
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年 月 日 会　　　　場

審判検定試験 未定 未定

定期総会 4月2日 カメイアリーナ仙台

春季野球交流大会 4月16日～ 市内野球場

審判講習会 未定 広瀬グラウンド

中学前期交流大会 6月25日~ 市内野球場

役員会 7月1日 柏木市民センター

秋季・新人交流大会 9月24日~ 市内野球場

中学後期・新人交流大会 11月3日~ 〃

役員会 11月 柏木市民センター

総会 5月7日 シェルコムせんだい
集会室

第20回仙台市スポーツ

少年団柔道の形競技大会
7月22日 泉武道館

第30回仙台市スポーツ

少年団学年別柔道大会
8月6日 仙台市武道館

夏期交流大会 7月29日 宮城野体育館

新春兼南三県交流大会
平成30年

　　2月4日
〃

冬期交流大会 2月18日 〃

役員会 2月18日 〃

総会 5月 宮城刑務所双竜亭

全国スポーツ少年団剣
道交流大会宮城県予選
会選手選考会

9月 宮城刑務所武道場

幼少年剣道交流大会 平成30年2月 秋保体育館 トーナメント戦

総会 4月 部会長宅

宮城県スポーツ少年団
ラグビー大会打合せ

5月・6月 〃

宮城県スポーツ少年団
ラグビー大会

7月 豊里花の公園

30年度総会打合せ 平成30年3月 部会長宅

本大会準備会 4月1日 アート・スタジオ 大会組み合わせ抽選会

本大会準備会 4月9日 小笠原宅 パンフレット作成

本大会準備会 4月23日 I・L・C パンフレット原稿印刷

本大会準備会 4月29日 アート・スタジオ メダル・参加賞準備

第29回本大会 5月3日 仙台市武道館

29年度審判講習会 5月3日 〃

本大会反省会 5月3日 〃

秋季役員会 9月 未定

29年度総会準備会 3月 未定

29年度総会 3月 未定

事業名・会務 備　　　　　考

Ｈ28事業報告・会計監査報告、Ｈ28事業計画・
予算案・役員改選他

リーグ戦・組合せ抽選会

小学生男子・女子12種目

中学生1～2年男子・女子4種目

柔
 
道

大会総括等

小学生・中学生　投の形

野
 
球

バ
ド
ミ
ン
ト
ン

剣
　
道

Ｈ29年度総会

空
手
道

ラ
グ
ビ
ー

平成28年度事業報告・平成29年度事業計画(案)等

大会関係等

空手道交流大会

次年度秋季大会について

　

19



年 月 日 会　　　　場

総会 5月 泉海洋センター

演技発表会 6月 〃 全員参加

第7回仙台市トランポリン
ジャンケン大会

7月 〃

お楽しみ会 未定 〃 年3回

役員会 随時 〃

部会 随時 〃

母集団親睦会 年1回 仙台市内 指導者・母集団

外部講師招聘講習会
4月～

平成30年3月
　旭ケ丘市民センター

例会
4月～

平成29年3月
将監市民センター

例会
4月～

平成29年3月
旭ヶ丘市民センター

例会
4月～

平成29年3月
榴岡市民センター

JrDSC Sendai　総会 4月 黒松市民センター

スタッフ・コーチ会議
4月～

平成29年3月
　コミセンｏｒ市民センター

仙台市ﾀﾞﾝｽｽﾎﾟｰﾂ大会 5月5日 青葉体育館 仙台市民総合体育大会

ユース・ジュニア・
ジュブナイル大会

7月17日 〃

グランプリin仙台 9月11日 〃

ト
ラ
ン
ポ
リ
ン

講師5名

スタッフ・コーチ指導会 40回

仙台市民総合体育大会

スタッフ・コーチ指導 40回

実績報告・次期計画・保護者会

各大会準備

スタッフ・コーチ指導 10回

ダ
ン
ス
ス
ポ
ー

ツ

月3回

備　　　　　考事業名・会務

(公社)日本ダンススポーツ連盟主催

指導者・母集団

20



６．各区事業

年 月 日 会　　　　場

総会 4月10日 柏木市民センター

交流会 10月中旬 未定

母集団研修会 2月中旬 未定

総会 4月2日 東部市民センター

第15回宮城野区スポーツ

少年団交流会

平成30年
　　3月11日

若林体育館

役員会 随時 東部市民センター

第1回役員会 4月上旬 七郷市民センター 総会・指導者協議会研修会について

総会 4月20日 〃 事業・会計報告、次年度事業計画・予算について

第2回役員会 5月中旬 〃 指導者協議会研修会総括、清掃活動について

一斉清掃
6月中旬～

7月中旬
区内小学校

母集団研修会 7月6日 七郷市民センター

第3回役員会 7月下旬 〃 指導者・母集団研修会について

第4回役員会 10月下旬 〃

第5回役員会 12月上旬 〃

第6回役員会 平成30年2月 〃

第7回役員会 3月下旬 〃

監査 4月6日 富沢市民センター

総会 4月13日 〃

第1回役員会 5月18日 未定

第2回役員会 6月22日 未定

指導者・母集団研修会 7月20日 未定

第3回役員会 11月16日 未定

団員交流会 12月～1月 ボウルグルパーズ

指導者・母集団情報交換会
平成30年

　　1月13日 未定

第4回役員会 3月1日 未定

泉区清掃月間 6月~10月 泉区内各地

認定員再研修会 10月 泉体育館会議室

メディカル講習会Ⅰ 11月 泉消防署講堂

泉区スポーツ少年団大会 平成30年1月 泉体育館

指導者・母集団研修会 1月 泉体育館会議室

メディカル講習会Ⅱ 2月 〃

総会 3月 〃

理事会 随時 未定

ＡＥＤ・救急救命講習会

事業報告／事業計画

今後の活動について

熱中症対策・テーピング講習会

指導者・母集団研修会について

指導者・母集団研修会について

ボーリング大会

熱中症の予防と対策

10年前取得の有資格者対象

体力テスト・交流会
参加団員120名　関係者40名予定

栄養士による講演

食育について

運動適性テスト・キンボール

太
白
区

泉
　
区

　

未定

　

事業報告計画・決算予算

青
葉
区

仙台市会議報告

仙台市会議報告、次年度事業計画について

仙台市会議報告、次年度総会について

事業名・会務

宮
城
野
区

指導者・母集団研修会、清掃活動総括

利用しているスポーツ施設等

会計監査

平成28年度会務並びに事業報告・会計決算報告並び
に監査報告、平成29年度事業案・予算案について

今後の活動及び情報交換

総会について

若
林
区

備　　　　　考

年4～5回

未定
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７．指導者協議会

年 月 日 会　　　　場

第1回役員会 4月1日 アート・スタジオ 入団式・交流会打ち合わせ

仙台市委員総会 4月5日 カメイアリーナ仙台
研修室

入団式・交流会 4月15日 シェルコムせんだい 交流会支援

第2回役員会 6月 泉岳自然ふれあい館

第3回役員会 7月 未定

第4回役員会 7月22日 青葉体育館会議室

第5回役員会 9月 未定 認定員研修会について

認定員講習会 11月・12月 東京エレクトロンホール 講師派遣・会場設営・運営

第6回役員会 平成30年1月 未定 指導者・母集団研修会講師派遣について

認定員再研修会 2月 未定

指導者・母集団研修会 3月 仙台市役所8Fホール 講師派遣

総会 3月 アート・スタジオ

総会 4月7日 柏木市民センター

役員会 1月20日 〃

交流会 2月24日 ベガロポリス

母集団研修会 　　　2月24日 〃

総会 4月4日 東部市民センター

第1回役員会 7月 〃

第2回役員会 11月 〃 母集団研修会について

指導者・母集団研修会 11月 未定 未定

第3回役員会 平成30年1月 東部市民センター 宮城野区交流会について

第4回役員会 3月 〃

第1回役員会 4月上旬 七郷市民センター

総会 4月20日 〃

指導者協議会研修会 4月20日 〃 接骨院院長による講演・実技

第2回役員会 5月中旬 〃

一斉清掃
6月中旬～

7月中旬
区内小学校

第3回役員会 7月下旬 〃

第4回役員会 10月下旬 〃

第5回役員会 12月上旬 〃

第6回役員会 平成30年2月 〃

第7回役員会 3月下旬 〃

備　　　　　考

母集団研修会について

平成29年度会計監査及び総会準備

総会、指導者協議会研修会について

仙
台
市

事業報告／事業計画

仙台市会議報告

仙台市会議報告、次年度事業計画について

　

事業報告決算・役員改選

ジュニアリーダースクール事前研修会

ジュニアリーダースクール事前研修会

ジュニアリーダースクール事前研修会

若
林
区

青
葉
区

宮
城
野
区

　

指導者・母集団研修会、清掃活動総括

仙台市会議報告、次年度総会について

指導者協議会研修会総括、清掃活動について

指導協事業計画について

事業名・会務

事業・会計報告、次年度事業計画・予算について
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年 月 日 会　　　　場

監査 4月6日 富沢市民センター

総会 4月13日 〃

第1回役員会 5月18日 未定

第2回役員会 6月22日 未定

第3回役員会 11月16日 未定

指導者・母集団情報交換会
平成30年

　　1月13日 未定

指導者・母集団研修会 2月15日 未定

第3回役員会 3月1日 未定

泉区清掃月間 6月~10月 泉区内各地

認定員再研修会 10月 泉体育館会議室

メディカル講習会Ⅰ 11月 泉消防署講堂

泉区スポーツ少年団大会 平成30年1月 泉体育館

指導者・母集団研修会 1月 泉体育館会議室

メディカル講習会Ⅱ 2月 泉体育館会議室

総会 3月 泉体育館会議室

理事会 随時 未定

今後の活動について

指導者・母集団研修会について

指導者・母集団研修会について

事業報告計画・決算予算

　

熱中症対策・テーピング講習会

ＡＥＤ・救急救命講習会

利用しているスポーツ施設等

食育について

会計監査

平成28年度会務並びに事業報告・会計決算報告並び
に監査報告、平成29年度事業案・予算案について

今後の活動情報交換

救急救命講習会・ＡＥＤ講習会

運動適性テスト・キンボール

太
白
区

総会について

事業名・会務 備　　　　　考

泉
　
区

10年前取得の有資格者対象
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第４号議案

収入 11,387,789 円
支出 11,387,789 円

（単位：円）

28年度決算額(a) 29年度予算額(b) 増減(b)-(a)

9,291,300 9,025,000 △ 266,300

6,124,700 5,985,000 △ 139,700 @ 950 X 6,300 = 5,985,000

3,166,600 3,040,000 △ 126,600 @ 1,900 X 1,600 = 3,040,000

1,348,000 1,353,000 5,000

1,100,000 1,100,000 0

248,000 253,000 5,000

20,041 20,044 3

41 44 3

20,000 20,000 0

278,300 450,000 171,700 @ 5,000 X 90 = 450,000

516,846 539,745 22,899

11,454,487 11,387,789 △ 66,698

28年度決算額(a) 29年度予算額(b) 増減(b)-(a)

6,996,900 6,971,600 △ 25,300

4,379,200 4,410,000 30,800 @ 700 X 6,300 = 4,410,000

2,617,700 2,561,600 △ 56,100 @ 1,600 X 1,601 = 2,561,600

618,144 670,189 52,045

431,370 473,189 41,819

140,800 150,000 9,200

33,974 35,000 1,026

12,000 12,000 0

3,137,698 3,594,000 456,302

1,135,852 1,520,000 384,148

入団式・交流会 349,460 350,000 540

委員総会 20,000 35,000 15,000

ジュニアリーダースクール 532,643 850,000 317,357

広報（朝風） 86,184 100,000 13,816

研修会・登録説明会 147,565 185,000 37,435

245,846 200,000 △ 45,846

300,000 298,000 △ 2,000

250,000 248,000 △ 2,000

40,000 40,000 0

1,141,000 1,188,000 47,000

25,000 100,000 75,000

152,000 152,000 0

152,000 152,000 0

10,000 0 △ 10,000

539,745 0 △ 539,745

11,454,487 11,387,789 △ 66,698

登　録　料

平成２９年度 仙台市スポーツ少年団収支予算 （案）

期間　平成２９年４月１日～平成３０年３月３１日

収　　入

科　　　目

仙台市体育協会

宮城県スポーツ少年団

団員登録料

指導者登録料

補　助　金

雑収入

銀行受取利息

その他 （公財）スポーツ安全協会

総　務　費

ジュニアリーダースクール参加料

年度準備金

合　　計

支　　出

科　　　　目

登　録　料

団員登録料

指導者登録料

事　務　費 消耗品、通信費、賞状代等

会　議　費 委員会、専門委員会交通費、会場費

渉　外　費 慶弔関係等

研　修　費 県スポ少等会議負担金

事　業　費

本部事業費

JLS参加料45万＋本部事業費40万

指導者・母集団研修会・登録説明会

白 老 交 流 白老交流

区 助 成 金 5区

指導協助成 5区、市指導協　50,000

リーダー育成費 リーダー会

部会育成費

派　遣　費 全国・東北大会

次年度準備金

合　　計

負　担　金

仙台市体育協会

支援金寄付
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№ 区　　名 金　　　額

1 青葉区 71,000

2 宮城野区 48,000

3 若林区 48,000

4 太白区 63,000

5 泉区 68,000

298,000

№ 区　　名 金　　　額

1 青葉区 47,000

2 宮城野区 32,000

3 若林区 32,000

4 太白区 42,000

5 泉区 45,000

198,000

仙台市スポーツ少年団

平成２９年度　区助成金交付一覧

合　    　　計

平成２９年度　区指導者協議会助成金交付一覧

合　    　　計

25



№ 部　会　名 金　　　額

1 サッカー 336,000

2 バレーボール 117,000

3 バスケットボール 251,000

4 野　　球 275,000

5 柔　　道 40,000

6 バドミントン 29,000

7 剣　　道 37,000

8 ラグビー 19,000

9 空 手 道 49,000

10 トランポリン 17,000

11 ダンススポーツ 18,000

1,188,000

仙台市スポーツ少年団

平成２９年度　部会育成費交付一覧

合　    　　計
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第５号議案

役　職 氏　名

本部長 吉田
ヨシダ

　尚
タカシ

役　職 氏　名

監事 田中
タナカ

　恵美子
エミコ

監事 長谷川
ハセガワ

　瑞江
ミズエ

桂空手道クラブ

平成２９・３０年度仙台市スポーツ少年団役員（案）

所属団

栗生

所属団

向山ファイブパインズ
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第 1 条　本団は，仙台市スポーツ少年団（ＳＥＮＤＡＩ．ＪＵＮＩＯＲ．ＳＰＯＲＴＳ．ＣＬＵＢ．ＡＳＳＯＣＩＡＴＩＯＮ

　 略称Ｓ.Ｊ.Ｓ.Ａ以下「本団」という。）と称する。

（事務局）

第 ２ 条　本団の事務処理をするため、仙台市青葉区錦町１－３－９（仙台市役所錦町庁舎内）

　　公益財団法人仙台市スポーツ振興事業団に事務局を置く。

2　　事務局に必要な規程は，仙台市体育協会事務局規程に準ずる。

（目　的）

第 ３ 条　本団は,スポーツ少年団の普及と育成及び活動の活性化をはかり,スポーツを通して青少年の

　 健全育成に資することを目的とする。

（事　業）

第 4 条　本団は，前条の目的を達成するため次の事業を行う。

　(1)　団結成促進と育成支援

　(2)　指導者及びリーダーの育成と活用

　(3)　体力テストの実施を含む活動の普及指導

（構　成）

第 5 条　本団は、本団に登録されたスポーツ少年団（以下「単位団」という。）によって構成された組織とする。

2　　 各区に区スポーツ少年団を置く。

3　　 区スポーツ少年団に関することは、別に定める。

4　　 登録に関しては、日本スポーツ少年団登録規程及び同規程施行細則を準用する。

（役　員）

第 6 条　本団に次の役員を置く。

　(1)　本部長 1名

　(2)　副本部長 5名

　(3)　常任委員長 1名

　(4)　常任委員 若干名

　(5)　監　事 2名

（役員選出方法）

第 7 条　役員の選出方法については、次の通りとする。なお、本部長、副本部長、常任委員長の選出については、

　　就任時70歳未満とする。

  (1)　 本部長は、各区スポーツ少年団本部長の互選により選出し常任委員会の推薦を受け委員総会で承認を得る。

仙 台 市 ス ポ ー ツ 少 年 団 規 約 

　　(4)　交流事業の実施

　　(5)　広報活動

　　(6)　青少年スポーツに関する調査研究

　　(7)　特に功績のあった個人及び団体の表彰

　　(8)　関係団体との連携

　　(9)　その他目的達成に必要な事業
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  (2)　 副本部長は、各区スポーツ少年団本部長があたる。本部長を選出した区は、それぞれの選出方法に準じて

       副本部長を補充する。

  (3)　 常任委員長は、常任委員の互選により選出される。また常任副委員長を必要に応じ、常任委員会の承認を

　　　経て置くことができる。

  (4)　 常任委員は、第８条により選出される。

  (5)　 監事は、各区スポーツ少年団本部長が推薦し、委員総会において承認を得る。

（常任委員）

第 8 条　常任委員は、次の各号から推薦された者があたる。

　(1)　種目別部会 各部より１名

　(2)　指導者協議会 各区より１名

　(3)　区スポーツ少年団選出 各区より１名

　(4)　リーダー会 1名

　(5)　本部長推薦 若干名

（役員の任務）

第 9 条　本団の役員の任務は次の通りとする。

  (1)　本部長は本団を代表し、団務を統括する。

  (2)　副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故があるときまたは欠けたときは、本部長があらかじめ順番を指定

　　　 した副本部長がその職務を代行する。但し、本部長が所属している区選出の副本部長は除く。

  (3)　常任委員長は、本団の団務を掌理する。

  (4)　常任委員は、専門委員会に属し本団の事業の企画運営に参画し団務を分担執行する。

  (5)　監事は、本団の団務及び会計を監査する。

（役員の任期）

第10条　役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

（役員の解任）

第11条　役員が次の各号のひとつに該当するときは、常任委員会において審議し、これを解任することが出来る。

  (1)　心身の故障のため任務の遂行に堪えないとき。

  (2)　職務上の義務違反その他、役員たるにふさわしくない行為があると認められたとき。

2     前項の規程により役員を解任しようとするときは、該当役員にあらかじめ通知し、弁明の機会を与えなければ

     ならない。

（委　員）

第12条　本団の委員は，単位団の代表者があたる。

（顧　問）

第13条　本団に顧問を置くことができる。

2　　 顧問は、常任委員会の推挙に基づき、本部長が委嘱する。

3　　 顧問は、常任委員会の諮問に応ずる。

（委員総会）

第14条　委員総会は、本団の最高議決機関であり、役員及び委員をもって構成し、本団事業計画、予算、事業報告、

　 決算、役員人事、規約の改廃その他業務に関する重要事項を決議する。

　 ただし、緊急事項については常任委員会に委任することができる。

2　　委員総会は毎年1回開催し、本部長が招集し出席した委員の中から議長を選出する。

29



3　　前項のほか、常任委員会が必要と認めたとき、または3分の1以上の委員から会議の目的事項を示して請求が

　 あったときには、本部長は2週間以内に臨時委員総会を招集しなければならない。

4　　委員総会の議事は、出席した構成員の過半数をもって決め、可否同数の時は、議長がこれを決める。

（常任委員会）

第15条　常任委員会は、委員総会に次ぐ議決・執行機関であり、役員をもって構成し、緊急事項及び団務遂行に

　 関する事項の審議を行う。会議は必要に応じ本部長がこれを招集し、常任委員長が議長になる。　

（三役・委員長会議）

第16条　三役・委員長会議は本部長、副本部長、常任委員長、指導者協議会会長、各専門委員長をもって構成

　 常任委員会提案事項等の協議検討を行う。会議は必要に応じ本部長がこれを招集し議長になる。

（専門委員会）

第17条　本団に次の専門委員会を置く。

　(1)　総務企画広報委員会

　(2)　組織強化交流事業委員会

　(3)　指導者・リーダー育成委員会

2　　 前項のほか常任委員会の議決を経て、必要な専門委員会を設けることができる。

3     専門委員会は、常任委員により構成され、委員長は常任委員の互選によって選出される。

4　 　専門委員会についての必要な事項は、常任委員会の議決を経て別に決める。

（種目別部会）

第18条　本団に種目別部会を置く。

2　　各部会に部会長、その他必要な役員を置く。

3　　その他部会に関しては常任委員会の議決を経て別に定める。

（指導者協議会）

第19条　本団に指導者の資質、指導力の向上のため、指導者協議会を置く。

2　　指導者協議会については、常任委員会の議決を経て別に定める。

（リーダー会）

第20条　本団にジュニアリーダーの育成、資質の向上のため、リーダー会を置く。

2　　リーダー会については、常任委員会の議決を経て別に定める。

（会　計）

第21条　本団の経費は，登録料，補助金，寄付金及びその他の収入をもって充てる。

2　　会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終える。

附　　則

　この規約は，平成2年4月28日から施行する。

　(1)　平成 9年4月25日一部改正

　(2)　平成11年2月20日一部改正

　(3)　平成13年4月24日一部改正

　(4)　平成15年4月23日一部改正

　(5)　平成17年4月23日一部改正

　(6)　平成18年4月22日一部改正
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　(7)　平成19年4月21日一部改正

　(8)　平成23年6月 3日一部改正

　(9)　平成25年4月 1日一部改正

 (10)　平成28年4月 6日一部改正

第 3 条　本部及び単位団責任者は前条に該当する個人及び団体と認めたときは，所定の様式により推薦書を

第 4 条　本部長は，前条より推薦された個人及び団体については常任委員会に諮り表彰者及び表彰団体を
　 決定する。

第 5 条　前条により決定された第2条1の個人及び団体は委員総会において，同条2の登録団員及び単位団は

附　　則

第 1 条　この規程は，仙台市スポーツ少年団規約第4条第7号により定める。

第 2 条　本部は，次の各号に該当する個人及び団体を表彰する。
　(1)　スポーツ少年団の向上発展に功績があった個人及び団体

仙台市スポーツ少年団 表彰規程

　この規程は，平成28年4月6日より施行する。
　この規程は，平成3年5月18日より施行する。

　(2)　スポーツ少年団活動が優秀と認められた登録団員及び単位団　

　 作成し，指定の前日まで本部長に提出するものとする。

　 入団式において表彰する。

第 6 条　本規程に定めのない他団体等の推薦基準については別に定める。
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