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2021年度

定　期　総　会　資料 （案）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日　時：平成29年４月22日（土）２０２1年４月24日(土)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10:00～12:00

状況により紙面・遠隔開催

                                会　場：前橋プラザ　元気２１　3 F 会議室

　総　　会　　次　　第

１．開会

２．会長あいさつ

３．協議事項　　　　　　　議長（会則第１９条により）　　　小須田会長

１）　2020年度事業報告　

２）　2020年度収支決算報告　

３）　2020年度収支決算監査報告　

４）　2021年度運営基本方針　

　　　前橋ランナーズ会則等の改正について　

５）　2021年度事業計画　

６）　2021年度収支予算　

７）　2021年度役員名簿　改選

８）　その他  

　　　　　　　　　 ・その他・コロナ関連で昼食の支給は見合わせる

４．閉会

            定足数の確認（会則第１９条３項による）

            ＊出席者数（予定）　    名　　　＊委任状数　     　名　(回答数)

　　　　　 　 合計数　    名　     （４月期首会員数  名）

註）　今年度総会はコロナ禍等の環境状況を勘案して紙面総会といたしましたのでご
了承ください。議案の賛否に付きましては、別紙ハガキにてご返信ください。
　なお、特別な意思表示ない場合は、会長一任として処理させて頂きます。
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＊　第１号議案　　2020年度事業実施報告書 　 （案）

　　月　　日 事　業　内　容　等 担当者 会　場　等 参加者数 備　考

（通年）
４月～3月

・近藤コーチ指導による練習
会等に参加する。
・ボランティア活動も推進す
る。
下欄イベントを充実する。

担当者は
都合のつ
く幹事等

会場及びメ
ニューは別途
ランナーズ通
信にてお知ら
せ

王山運動公園内
利用料については検討
課題に
・利根川サイクルロー
ド
・IT活用による経費の
節減

（通年新規事業）
・80歳の彩り活動を検討す
る。

その都度選定
し実行

土曜日･時間は適宜
HP掲示板等で

（通　 　年）
会報『ラン＆ウォーク』の発
行形式を、ランナーズ通信、
ブログ・掲示板の形式で検討

会長･青木･
清水

ブログの活用
を検討する。 0号発行した。

（通　 　年） 月例幹事会 幹事
前橋プラザ：
元気２１ 会報配布は取止め

行事等 主・副担当

4月18日 10:00 2020年度定期総会 紙面
前橋プラザ：
元気２１ 小須田・全員

4月19日
第1回前橋・渋川マラソン大会
（共）

中止
グリーンドー
ム 小須田・別紙

未定
群馬大学附養運動まつり
ボランティア

参加せず
群大荒牧グラ
ンド

５月　日
100歳時代・・・検討　ウォー
クキング（仮称）

検討中 実施できず

以下回数等は検討

8月　日
第28回前橋ミニトライアスロ
ン（共）

群馬大学：周
辺 開催中止

8月30日 あかぎ大沼白樺マラソン大会
ボランティ
ア・選手 web開催

9月　日 ヒルクライム・ボランティア
ボランティ
ア・選手 開催中止

月　日
群馬大学附養まつり
ボランティア

群大附属小学
校 不参加ラムネや倒産

11月3日
第２７回ぐんまマラソン(協）
（選手参加）

敷島競技場
開催WEB実施不参加

　月   日 忘年会又は新年会
未定

開催できず

1月1日 初日の出ラン
東照宮から

開催

1月1日
第・・回全日本実業団駅伝
(協）

前橋市内他県
内 ボランティアは個人参加

1月　日
第64回群馬県１００km駅伝
(協）

前橋市ほか
ボラは無し

スマホでアクセス・入力

別表１　　　　

ホームページの更新を頻繁にの主旨の意見がありました。
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＊　第２号議案　　　2020年度収支決算書　　　（案） 決算・調整中ピポット参照

2020年４月１日より2021年3月31日までの収支予算です。
収入の部 単位：円

項目 　予算額 摘　要 会費等 員数 執行額 前年度決算額 　備　　考

１．会費 ・会員 3,000 37

・後期　 1,500 0

・賛助会員 5,000 0

　小計 105,000 37 111,000 132,000

2. 例会費 0 0 実施時に徴収・支出した額

　小計 0 0 0

3．寄付金 13,000 有志寄付他

　小計 30,000 13,000 55,000

３．雑収入 1 ・預金利子 0 2円前年度計上

100 ・雑収入 3,000 過払戻し

　小計 101 3,000 55,893

４．繰越金 99,089 ・前年度繰越 99,089

　小計 99,089 99,089 93,055

　合　計 234,190 226,089 335,948

支出の部

　　項　目 予算額 摘　要 執行額

年会費 重複返戻 6000 0

　１．通信費　　 ・通信資料発送他　　　　　  35,394

小計 20000 35,394 49,389

２．印刷費 ･通信資料・パンフ印刷等     6,520

小計 10000 6,520 13340

　３．消耗品費 ・会報用紙・封筒・インク他         20,841

小計 15000 20,841 42,992

４．例会費 ・シティマラソン           2020/4/19中止

・ミニトライアスロン     0 ・群大周辺

・あかぎ大沼白樺マラソン大会 0 開催予定8/30 

・自然探索等行事補助 0

・王山運動公登録料1640 3 1人1640円/年

・シニア駅伝 0 項目のみ

・忘年会又は新年会                  0 雑費で計上

・ジョグ＆グルメ 0 事項のみ

小計 42920 0 0

５．会議費 ・定期総会                 0

・幹事会(お茶代)    0 お茶代　雑費に

・事務局経費 5,000 0 ・電話・メール等

小計 20000 5,000 15,000

６．報償費 ・顧問謝礼            0 ・山西先生

・講師謝礼 新規事業            0 ・講師選定中

・資料作成           0 ・資料担当

・取材謝礼 5,000 ・高橋さん

・ＰＣ.スマホ指導謝礼　　　　 0 ・ＰＣ講習会等

・ＨＰ管理謝礼 5,000 ・ＨＰ担当

・巻頭言謝礼 0 依頼者へ

小計 40,000 10,000 35,000 巻頭言無しに

７．その他

・慶弔費 0 ・慶弔費 0 10,000 20年度規程廃止

・雑費 30,000 ・雑費 30,585 71,138 王山会費＊３含む

小計 30,000 30,585 81,138

支出額 162,920 114,340 236,859

次期繰越額 次期繰越額 111,749 99,089

☆事項で0円は参考までに計上したもので、必要に応じ予備費から復活することもあります。
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＊　第３号議案　　　2020年度 収支決算監査報告　　

2020年度の会計監査の結果は適正でありましたのでご報告いたします。

2021年　月　日

前橋ランナーズ会計監査 ㊞

前橋ランナーズ会計監査　　　　　　 ㊞

＊　第４号議案　　　2021年度運営基本方針　　　

１．月例会・他の主催行事をラン＆ウォークを通して健康をより皆のものにする。
２．会報『ランナーズ通信」を発行し活動をより活発にする。

５．新規会員獲得のためＨＰやチラシ等を活用した広報活動を促進する。

新旧対象案

２．会報「ラン＆ウォーク」を「ランナーズ通信」を発行し活動をより活発にする。

３. 前橋・渋川シティマラソン、あかぎ大沼・白樺マラソン、赤城山ヒルクライ
４．他団体との協調を図り、交流等を推進する。また、各地の大会へ積極的に参加する。
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＊　第５号議案　　2021年度　年間事業実施計画書 　 （案）

　　月　　日 事　業　内　容　等 担当者 会　場　等 参加者数 備　考

（通年）
４月～3月

・近藤コーチ指導による練習
会等に参加する。
・ボランティア活動も推進す
る。
下欄イベントを充実する。

担当者は
都合のつ
く幹事等

会場及びメ
ニューは別途
ランナーズ通
信（仮称）に
てお知らせ

例　王山運動公園内
・利根川サイクル
ロード
・IT活用による経費
の節減

（通年新規事業）
・80歳の彩り活動を検討す
る。

その都度選定
し実行

土曜日･時間は適宜
HP掲示板等で

（通　 　年）

会報『ラン＆ウォーク』の発
行形式を、ランナーズ通信、
ブログ・掲示板の形式で検討
する。

会長･青木･清
水

ブログの活用
を検討する。

（通　 　年） 月例幹事会 幹事
前橋プラザ：
元気２１ 会報配布は取止め

行事等 主・副担当

4月24日 13:00 2021年度定期総会
前橋プラザ：
元気２１ 小須田・全員

2021/4/17
4/18

前橋・渋川マラソン大会
（共）

会場分割　ボ
ランティア・
選手

小須田・別紙

未定
群馬大学附養運動まつり
ボランティア

群大荒牧グラ
ンド 未定

未定
100歳時代・・・検討　ウォー
クキング（仮称）

要検討

以下回数等は検討

8月　日
第28回前橋ミニトライアスロ
ン（共）

未定
群馬大学：周
辺　ボラン
ティア・選手

小須田・どなたか

8月30日 未定 あかぎ大沼白樺マラソン大会 開催予定
ボランティ
ア・選手

9月　日 未定 ヒルクライム・ボランティア 開催未定
ボランティ
ア・（選手）

月　日 未定
群馬大学附養まつり
ボランティア

群大附属小学
校 ラムネのほかは？？

11月3日 未定
第28回ぐんまマラソン(協）
（選手参加）

敷島競技場
ボランティ
ア・選手

小須田・どなたか

　月   日 未定 忘年会又は新年会
未定

小須田・どなたか

1月1日 初日の出ラン
東照宮から

小須田・

1月1日 実施
第・・回全日本実業団駅伝
(協）

前橋市内他県
内 陸協・小須田

1月　日 未定
第64回群馬県１００km駅伝
(協）

前橋市ほか
陸協・小須田

註）本年度はコロナ関連で開催未定又は開催形式が不明なものが
あり、上記の行事は現時点での情報です。
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　　月　　日 事　業　内　容　等 担当者 会　場　等 参加者数 備　考

別表１　　　　

　会報(ラン＆ウォーク)発行　2019年４月～2020年３月      

第423号 4月1日発行 （４月号  p）　小須田 第429号 10月1日発行　(10月号  p)

第424号 5月1日発行 （ 5月号  p）　山西 第430号 11月1日発行　(11月号  p） 山西

第425号 6月1日発行　( 6月号　p) 第431号 12月1日発行　(12月号  P)

第426号 7月1日発行　( 7月号  ｐ） 第432号  1月1日発行　( 1月号　p)　高橋

第427号 8月1日発行　( 8月号　p)   山西 第433号  2月1日発行  ( 2月号  P)　山西

第428号 9月1日発行　( 9月号　p) 第434号  3月1日発行  ( 3月号  P)　小須田

巻頭言は年度の初めに･･会長

山西先生に4回

走りと健康の実践者及び走り等の造詣の深い方にお願い。･･推薦及び会長一任

会報の投稿を拡大させたい。

6



2021年度　前橋ランナーズ総会   最終版　20210401　. 0408xlsb (1).xlsx

＊　第６号議案　　　　　2021年度収支予算書　 概算（案）

　　2021年４月１日より2022年3月31日までの収支予算です。 3月31日 会員数は調整
収入の部 単位：円

項目 　予算額 摘　要 会費等 員数 予算額 前年度決算額 　備　　考
１．会費 ・会員 3,000 32 96,000 111,000

・後期　 1,500 0 0 0
・賛助会員 5,000 0 0 0

　小計 96,000 32 96,000 111,000

2. 例会費 0 0 0
実施時に徴収・
支出した額

　小計 0 0 0
3．寄付金 10,000 13,000 有志寄付他
　小計 10,000 10,000 13,000
３．雑収入 1 ・預金利子 1 0 預金利子

100 ・雑収入 100 3,000 事項のみ
　小計 101 101 3,000
４．繰越金 ・前年度繰越 137,404 99,089
　小計 137,404 137,404 99,089
　合　計 243,505 243,505 226,089

支出の部
　　項　目 予算額 摘　要 予算額 前年度決算額 　備　　考

年会費 ２名分重複戻し 0 6,000
１．通信費　　 ・通信資料発送他　　　　　  35,394

小計 25,000 25,000 35,394
２．印刷費 ･通信資料・パンフ印刷等     6,520

小計 6,000 6,000 6,520
３．消耗品費 ・会報用紙・封筒・インク他         20,841

小計 15,000 15,000 20,841
４．例会費 ・前橋・渋川シティマラソン大会          4/17.18開催予定

・ミニトライアスロン     ・群大周辺
・あかぎ大沼白樺マラソン大会 開催予定8/29
・自然探索等行事補助

・王山運動公園登録料 雑費計上 4,920 1人1640円/年
・シニア駅伝 0 項目のみ
・忘年会又は新年会                  雑費で計上
・ジョグ＆グルメ 事項のみ

小計 0 0 0 雑費計上
５．会議費 ・定期総会                 0

・幹事会(お茶代)    0 お茶代　雑費に
・事務局経費 5,000 5,000 ・電話・メール等

小計 5,000 5,000 5,000
６．報償費 ・顧問謝礼            0 ・山西先生

・講師謝礼 新規事業            0 ・講師選定中
・資料作成           0 ・資料担当
・取材謝礼 5,000 5,000 高橋さん
・ＰＣ.スマホ指導謝礼　　　　 0 ・ＰＣ講習会等
・ＨＰ管理謝礼 5,000 5,000 ・ＨＰ担当
・巻頭言謝礼 0 依頼者へ

小計 10,000 10,000 10,000
７．その他
・慶弔費               0 ・慶弔費 0 0 慶弔規程廃止
・雑費 30,000 ・雑費 30,000 30,585 王山会費含む

小計 30,000 30,000 30,585
支出額 91,000 91,000 114,340
次期繰越額 152,505 次期繰越額 152,505 111,749
　　合計 243,505 243,505 .

☆事項で0円は参考までに計上したもので、必要に応じ予備費から復活することもあります。
20年度 21年度

収入 226,089 243,505
支出 114,340 91,000
繰越 111,749 152,505
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第7号　2021年度　役員名簿　（案）

職名 氏名 電話 職名 氏名 電話

会長 小須田　稔 090-7429-8965 会計 藤川あや子 090-1840-7068

副会長 清水　秀俊 080-3382-4890 幹事 山口　智弘 090-7426-3179

書記 石原　陽子 090-1652-5467 監事 斎藤耕司 090-7941-0959

会計 青木　桐江 090-8305-1738 監事 真下　彰一 090-9854-0045

メモ

前橋ランナーズ総会審議事項について

議案 コメント
第１号議案 賛成 反対
第２号議案 賛成 反対
第３号議案 賛成 反対
第４号議案 賛成 反対
第５号議案 賛成 反対
第６号議案 賛成 反対
第７号議案 賛成 反対

この度の2021年度総会にあたり提案のありました審議事項については下記のとおり回答しますのでよ

賛否

☆註）　今年度総会はコロナ禍等の環境状況を勘案して紙面総会といたしましたのでご了承ください。
議案の賛否に付きましては、別紙ハガキにてご返信ください。


