
令和 2 年 5 月 1 日 
 

理事各位 
 

西東京市剣友会 
会長 伊藤俊三 

 
西東京市剣友会理事会議案の掲載について 

 
 

 標記の件について、下記のとおり掲載いたしますので、議案内容等を精査いただき、表

決を期日までにご連絡していただきますようよろしくお願いいたします。 
 本来ならば、理事会を開催し皆様にご意見等をいただくところではありますが、新型コ

ロナウイルス感染防止の観点から、今年度につきましては、この様な方法での表決とさせ

ていただくこと、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 
 なお、表決の結果につきましては集計が整い次第報告させていただきます。 
 
1. 掲載書類 

ご案内文 
議案概要説明書 
議案１．「令和元年度西東京市剣友会事業報告書（案）」 
議案２．「令和元年度西東京市剣友会決算書（案）」 
議案３．「令和２年度西東京市剣友会事業計画書（案）」 
議案４．「令和２年度西東京市剣友会会計予算（案）」 

2. 期日 
令和 2 年 5 月 10 日（日）厳守願います。 

3. 表決のご連絡先 
以下アドレス宛に、「賛成」若しくは「反対」をご連絡ください。 
大久保宛（hika0831@i.softbank.jp） 

4. その他 
本議案（議案 1 除く）については、総会の議決事項となっておりますが、現下の状況

より開催は不可能であることから、その対応についてはあらためてご相談・報告させ

ていただきたいと考えております。 
以 上 
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西東京市剣友会理事会上程議案概要説明書 

 
 
1. 議案１．「令和元年度西東京市剣友会事業報告書（案）」 

  ほぼ全ての事業について計画通りに実施することが出来ましたが、年度後半にお

ける新型コロナウイルス感染症の発生に伴う影響から、3月に計画していた事業
が全て中止等となりました。 

  総会・会議関係ですが、4月の定期総会及び理事会（4回、内臨時理事会 1回）
については、ほぼ例年通りに開催することができ、円滑な会の運営に資すること

ができました。 
  試合等についても、近隣地区練成会、書中・寒稽古、市民大会、部内試合、級位

審査会、また、7月には西東京合同稽古会の当番市として無事稽古会を実施する
ことができました。 

  保護者会を中心とする、BBQ大会、鏡開き等についても例年通り実施することが
できました。 

  体育協会に関係するスポーツ教室開催、武道体験会及び市民まつり等についても

例年通りに協力することができました。 
  計画していた事業の内、指導者講習会について、日程確保が出来ず中止となった

他、西東京合同稽古会の当番市と重なったことから夏合宿をやむを得ず中止とし

ました。 
  対外試合関係ですが、少年少女達については、選手層が薄く、技術的レベルも参

加する試合に追いついていない、また学校行事等の理由から 6つの対外試合を欠
場しました。 

  メインの大会である全日本少年少女武道錬成大会には、2チームが参加し両チー
ムとも活躍し、Aチームがベスト 8入りを果たしました。 

  また、その他の大会におきましても数多く入賞することができました。 
  大人の会員の方々については、例年通りの参加状況となっており、各種大会にお

いて活躍することができました。 
  特筆すべきは、10月 24日東京都シニア大会で渡邊先生、滝澤先生が 3位入賞、

12月 8日東京都形剣道大会 6、7段の部で、嶽友先生、大久保先生の組が敢闘
賞、また 12月 15日北多摩大会で西東京市が 3年振り 9度目の優勝を 4戦全勝で
成し遂げることができました。 

  以上、船津先生のご指導、保護者会・会員皆さまのご協力に感謝申し上げ事業報

告といたします。 
 
 
 
 



2 
 

2. 議案２．「令和元年度西東京市剣友会決算書（案）」 
  収入の部の決算額は、予算額 5,438,537円に対し、53,860円減少となる、

5,384,677円となりました。 
  同じく支出の部の決算額も、予算額 5,438,537円に対し、53,860円の不用額（不
用額とは「予算額に対する実際の支出額が減少となっていることです」）となる、

5,384,677円となりました。 
  繰越金を除いた、収入金額から支出決算額を差し引いた収支残額は、▲271,828
円となったことから、前期繰越金から同額を収入金額に繰入となりました。 

  収入の決算額が予算額に対し減となった主なものは、 
  まず、会費ですが、会員数が前年実績に比較して減少となり予算見込み人数を下

回ったことにより、250,400円の減となりました。 
  次に、体協交付金が、例年予算計上していないジュニア育成交付金の収入が令和

元年度も入金となったことにより、予算額より、111,385円の増、雑収入が、新
型コロナウイルス感染症の発生に伴う影響から西東京剣連主催の大会等の参加費

の返金及び会員からの寄付金があったことにより、予算額に対し、142,155円の
増となりました。 

  次に、支出の決算額の予算額に対する不用額についてですが、 
  立替金、分担金を除くすべての区分が、予算額に対し、それぞれ不用額となりま

した。 
  事務費については、雑費が、新たに契約したレンタル倉庫の賃借料が発生してお

りますが、その他の雑費支出が発生しなかったことから、70,737円の不用額とな
りました。 

  事業費については、特に大会費が、新型コロナウイルス感染症の発生に伴う影響

から、春の大会中止が大きな要因となり、395,487円の不用額となりました。 
  また、対外試合費は、事業報告書の概要説明記載のとおり、6つの対外試合の欠
場が大きな要因となり、90,859円の不用額となりました。 

  なお、新型コロナウイルス感染症の発生に伴う影響から、小中学生の令和 2年度
スポーツ保険の保険料を立替払いしたことから、予算額に対し、36,000円の不足
額となりました。 

  また、分担金における体協関係費が、田無公民館の利用停止、東伏見小の利用確

保難等の理由から予算額に対し、49,750円の不足額となりました。ちなみに、新
型コロナウイルス感染症の発生に伴う各施設の利用料返金分については、次年度

に計上することとしております。 
  最後に、次年度への繰越金は、2,845,968円となっており、予算では単年度の収
支が▲697,000円を予定していましたが、35,431円のプラスで終わりました。 
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3. 議案３．「令和２年度西東京市剣友会事業計画書（案）」 
  新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、令和 2年 4月 26日時点で判明してい
る中止等を踏まえた計画についてご説明いたします。 

  現下の状況を踏まえると、令和 2年度については、計画通りに事業を実施するこ
とが見通せない状況となっておりますが、取りあえず例年通りの事業に基づいた

計画としております。 
  例年との大きな違いについてですが、夏合宿については、当初オリンピック開催

の影響から実施時期・方法等を検討することとし、計画書には入れておりません

でしたが、このような状況になったことも踏まえ引き続き検討してまいります。 
  また、対外試合関係では、メインの大会となる全日本少年少女武道錬成大会が、

やはりオリンピック開催の予定であったことから中止となっております。 
  それ以外は、例年通りの計画となっておりますので、引き続き船津先生のご指導、

保護者会・会員皆さまのご協力をいただきながら事業を実施して行きたいと考えて

おりますので宜しくお願いいたします。 
 
4. 議案４．「令和２年度西東京市剣友会会計予算（案）」 

  令和 2年度予算の編成についてですが、 
  会員数が若干ではありますが年々減少傾向にあり、新型コロナウイルス感染症の

発生がどれだけ、今年度事業に影響を及ぼすのか全く見通しが立たない状況とな

っている。 
  このような状況の中、事業内容の充実を引き続き図るとともに必要財源を、今年

度も繰越金から補填する予算を編成し諸事業を実施していくこととしています。 
  なお、予算編成については、新型コロナウイルス感染症の発生に伴う影響は加味

しておりません。 
  予算額は、前年度予算額に対し、171,709円、前年度決算額に対し、225,569
円、それぞれ減少となる、5,212,968円としております。 

  繰越金を除いた、収入金額から支出額を差し引いた収支残額を、▲886,200円と
し、前期繰越金から同額を収入金額に繰入することとしております。 

  重要事項および主な内容についてご説明いたします。 
  収入の部の会費については、前年度決算額に基づき予算計上しておりますが、中

学生以下の会員数については、前年度の登録人数を基礎としております。 
  入会金については、ここ 2、3年の入会者数を参考にし、予算計上しております。 
  また、体協交付金について、今年度はジュニア育成事業の申請をおこなっていな

いことから、前年度決算額に対し、111,385円の減としております。 
  支出の部については、前年度予算額に基づき予算計上しており、前年度決算額か

ら 707,491円の増となっております。 
  増となった主な要因は、前年度中止となった春の大会開催に係わる費用を計上し

たためであります。 
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  その他、増となっている区分につきましては、事業の充実を図ることも目的とし

てのものであります。 
  なお、前年度契約したレンタル倉庫の賃借料を、事業費に新設しています。 
  今年度も繰越金を繰入しての予算編成となっておりますので、事業の実施段階で

削減を図るとともに諸経費の削減に引き続き務めながら、且つ、経常的収入に見

合った、将来にわたって持続可能な運営ができるよう事業を進めてまいります。 
  なお、新型コロナウイルス感染症の発生に伴う影響は加味していないことから、同

感染症の収束及び当会の正常な活動が出来ることの見通しが立ち次第、あらためて

修正して行きたいと考えております。 
以上 
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【剣友会事業】

No 事業・教室名等 開催日時 会場 内容等

1 剣道スポーツ教室 4月7日(日） ｽﾎﾟー ﾂｾﾝﾀｰ第二 初心者講習会

2 理事会 4月13日（土） 長岡屋 理事

3 臨時理事会 4月20日（土） こもれびホール 理事

3 剣道スポーツ教室 4月21日(日） ｽﾎﾟー ﾂｾﾝﾀｰ第二 初心者講習会

4 剣友会総会 4月28日（日） スポーツセンター会議室 9：15　開会

5 第94回級位審査会 4月28日（日） ｽﾎﾟー ﾂｾﾝﾀｰ第二 9級～2級審査会

6 剣道スポーツ教室 5月5日(日） ｽﾎﾟー ﾂｾﾝﾀｰ第二 初心者講習会

7 保護者会総会 5月19日（日） 保谷庁舎 保護者会

8 剣道スポーツ教室 5月19日（日） ｽﾎﾟー ﾂｾﾝﾀｰ第二 初心者講習会

9 武道体験会 5月26日（日） ｽﾎﾟー ﾂｾﾝﾀｰ第一 小・中・一般

10 剣道スポーツ教室 6月2日(日） ｽﾎﾟー ﾂｾﾝﾀｰ第二 初心者講習会

11 部内試合兼審判講習会 6月8日（土） ｽﾎﾟー ﾂｾﾝﾀｰ第一 小・中・一般・保護者会

12 剣道スポーツ教室 6月16日(日） ｽﾎﾟー ﾂｾﾝﾀｰ第二 初心者講習会

13 近隣地区剣道錬成大会兼審判講習会 6月22日（土） ｽﾎﾟー ﾂｾﾝﾀｰ第一 小学生・一般

14 剣道スポーツ教室 6月30日(日） ｽﾎﾟー ﾂｾﾝﾀｰ第二 初心者講習会

15 剣道スポーツ教室 7月21日(日） ｽﾎﾟー ﾂｾﾝﾀｰ第二 初心者講習会

16 西東京剣道連盟合同稽古会 7月13日(土） ｽﾎﾟー ﾂｾﾝﾀｰ第一 一般・保護者会

17 第31回夏季剣道合宿 8月中止 小・中・一般・保護者会

18 講習会（少年指導法・審判法〉 8月中止 ｽﾎﾟー ﾂｾﾝﾀｰ第二 一般

19 西東京市総合体育大会総合開会式（体協事業） 8月4日（日） ｽﾎﾟー ﾂｾﾝﾀｰ第一 小・中・一般・保護者会

20 剣道スポーツ教室 8月4日（日） ｽﾎﾟー ﾂｾﾝﾀｰ第二 初心者講習会

21 剣道スポーツ教室 8月18日（日） ｽﾎﾟー ﾂｾﾝﾀｰ第二 初心者講習会

22 暑中稽古 8月20日（火）～24日(土） 東伏見小 小・中・一般

23 剣道スポーツ教室 9月1日（日） ｽﾎﾟー ﾂｾﾝﾀｰ第二 初心者講習会

24 市体育大会前日準備 9月14日（土） ｽﾎﾟー ﾂｾﾝﾀｰ第一 一般・保護者会

25 第17回西東京市体育大会剣道大会 9月15日（日） ｽﾎﾟー ﾂｾﾝﾀｰ第一 小・中・一般・関係団体・保護者会

26 指導者講習会 9月22日（土）中止 東伏見小 少年指導者

27 理事会 9月29日（日） 長岡屋 理事

28 剣道スポーツ教室 9月29日（日） ｽﾎﾟー ﾂｾﾝﾀｰ第二 初心者講習会

29 剣道スポーツ教室 10月 ｽﾎﾟー ﾂｾﾝﾀｰ第二 初心者講習会

30 市民スポーツまつり（体協事業） 10月14日（祝） 向台運動場 一般・保護者会

31 バ－ベキュ－大会 10月5日（土） 西東京市いこいの森 小・中・一般・保護者会

32 剣道スポーツ教室 11月 ｽﾎﾟー ﾂｾﾝﾀｰ第二 初心者講習会

33 西東京市民まつり（体協事業） 11月9日(土)10日(日) 西東京いこいの森公園 一般・保護者会

34 第95回級位審査会 11月10日（日） ｽﾎﾟー ﾂｾﾝﾀｰ第二 9級～2級審査会

35 東伏見小体育館大掃除 11月30日（土） 東伏見小 小・中・一般

36 部内試合兼審判講習会（ジュニア育成地域推進事業） 12月7日（土） ｽﾎﾟー ﾂｾﾝﾀｰ第一 小・中・一般・保護者会

37 剣道スポーツ教室 12月 ｽﾎﾟー ﾂｾﾝﾀｰ第二 初心者講習会

38 西東京市リレーマラソン大会（体協事業） 12月21日（土） 都立小金井公園 一般・保護者会

39 寒稽古 12月26日（木）～28日(土） 東伏見小 小・中・一般

40 剣道スポーツ教室 1月 ｽﾎﾟー ﾂｾﾝﾀｰ第二 初心者講習会

41 新年稽古始め　一般会員 1月4日（土） ｽﾎﾟー ﾂｾﾝﾀｰ第二 一般

42 新年稽古始め　少年会員 1月5日（日） ｽﾎﾟー ﾂｾﾝﾀｰ第二 小・中

43 西東京市体育協会新年賀詞交換会 1月10日（日） こもれびホール 一般

44 鏡開き 1月12日（日） 東伏見小 小・中・一般・保護者会

45 理事会 1月12日（日） 東伏見小 理事

46 剣道スポーツ教室 2月 ｽﾎﾟー ﾂｾﾝﾀｰ第二 初心者講習会

47 講習会（少年指導法・審判法〉 2月中止 ｽﾎﾟー ﾂｾﾝﾀｰ第二 一般

48 一級審査会 2月9日（日） きらっと 一級審査会

49 西東京市ロードレース大会（体協事業） 2月11日（祝） 西東京市総合体育館 一般・保護者会

50 剣道スポーツ教室 3月 ｽﾎﾟー ﾂｾﾝﾀｰ第二 初心者講習会

51 剣友会剣道大会前日準備 3月21日（土）中止 ｽﾎﾟー ﾂｾﾝﾀｰ第一 一般・保護者会

52 第15回西東京市剣友会剣道大会 3月22日（日）中止 ｽﾎﾟー ﾂｾﾝﾀｰ第一 小・中・一般・関連団体・保護者会

53 春季剣道合宿 3月28日（土）29日（日）中止 埼玉県寄居町 一般

54 理事会 3月29日（日）中止 長岡屋 理事
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【対外試合】

No 大会名 日時 会場 対象者

55 東京剣道祭 4月7日（日） 東京武道館 女子五段・男子六段以上

56 西東京女子選手権・優勝大会 4月14日（日） 昭島市総合スポーツセンター 一般（女）　審判員

57 全日本演武会 5月2日（木）～5日(日） 京都 錬士六段以上

58 東京都民体育大会剣道大会 5月12日(日）午前 東京武道館 一般（男）

59 都道府県対抗女子剣道大会予選 5月12日(日）午後 東京武道館 一般（女）

60 女子年齢別大会 5月25日(土） 東京武道館 一般（女）

61
所沢市近郊スポーツ少年団招待剣道大

会兼阿部杯記念争奪剣道大会
5月26日（日）欠場 所沢市民武道館 小・中・一般

62 山岡鐡舟先生顕彰少年剣道錬成大会 6月23日（日）欠場 台東区立忍岡中学校 小・中学生

63 昭武館剣道大会 7月15日（祝） 昭武館 一般（男女）

64 東京都女子剣道選手権 7月6日(土）午前 東京武道館 一般（女）

65 西東京剣道選手権 7月7日（日） 武蔵村山市 一般（男）　審判員

66 全日本少年少女武道練成大会 7月20日（土）、21日（日） 日本武道館 小学生　審判員

67 市町村剣道大会 7月28日（日） 国分寺市 一般（男女）　審判員

68 坂本龍馬杯武州剣道大会 8月12日（祝） 東村山市 小・中学生

69 東京霞剣友会少年剣道大会 9月1日（日）欠場 青梅第三中学校 小・中学生

70 巣鴨学園少年剣道大会 9月1日（日）欠場 巣鴨学園 小・中学生

71 東京都剣道選手権 9月7日（土）午前 東京武道館 一般（男）　係員

72 東京都青年剣道大会 9月8日（日）午前 東京武道館 一般（男）

73 都民生涯スポーツ大会 9月8日（日）午後 東京武道館 一般（女）

74 東日本武陽旗少年剣道大会 9月8日（日） 駿河台大学 小・中学生

75 東洋大学京北杯親善剣道大会 9月16日（祝） 京北学園 小学生

76 毛呂山青少年剣道大会 9月16日（祝）欠場 毛呂山総合公園体育館 小・中学生

77
桜木杯争奪松井剣志会少年剣道錬成大

会
10月6日（日） 所沢市民武道館 小学生

78
国士舘学長杯争奪ちびっ子少年少女剣

道大会
10月13日（日）中止 国士舘大学体育館 小・中学生

79 形剣道大会 西東京予選会 10月20日（日） 昭島市 一般

80 東京都シニア大会 10月24日（木） 東京武道館 一般（高齢者）

81
日高市長杯・ママさん剣道大会

及び剣友会対抗剣道大会
11月17日（日） 日高市武蔵台小学校 小・中・一般

82 毎日レディース剣道大会 12月8日（日） 日野市民の森ふれあいホール 一般女子

83 片山剣友会招待親善試合 12月8日（日） 新座市民総合体育館 小・中学生

84 東京都形剣道大会 12月8日（日） 東京武道館 一般（男女）

85 彩の国清虔杯剣道大会 12月14日（土） 越谷市民総合体育館 小・中学生

86 彩の国清虔杯剣道大会 12月14日（土） 越谷市民総合体育館 小・中学生

87 北多摩大会 12月15日（日） 東村山市スポーツセンター

88 都道府県大会東京都予選 2月8日(土) 東京武道館 一般（男）

89 JPグループ少年少女剣道大会 2月11日（祝） 中央郵政研修センター体育館 小・中学生

90 東海大学剣道部OB練成会 2月22日(土) 東海大学付属相模高等学校 小学生

91 東京都剣道大会 2月24日(祝) 東京武道館 一般（男）

92 上平井剣友会剣道大会 2月24日(祝)欠場 葛飾区立新小岩学園 小・中学生

93 東京都少年剣道大会 3月14日（土）中止 東京武道館 小・中学生

94 幸武館剣道大会 3月29日(日)中止 入間市武道館 小・中学生
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【審査会　講習会　西東京合同稽古　等】

No 審査会名 日時 会場 対象者

94 八段受審者講習会 4月13日（土） 立川錬成館 八段受審者

95 女子審判講習会 4月13日（土） 東京武道館 女子高段者

96 四五段審査会 4月21日（日） 東京武道館 一般

97 西東京剣道連盟合同稽古会 4月27日（土） 青梅市　明星大学 一般

98 六段審査会 4月29日（月・祝） 京都府 一般

99 七段審査会 4月30日（火・祝） 京都府 一般

100 八段審査会 5月1日（水・祝）、2日（木・祝） 京都府 一般

101 七段審査会 5月11日(土） 愛知県 一般

102 六段審査会 5月12日(日） 愛知県 一般

103 西東京剣道連盟合同稽古会 5月18日（土） 八王子市冨士森体育館 一般

104 三段以下審査会 6月2日（日） エスフォルタアリーナ八王子 13歳以上

105 西東京剣道連盟合同稽古会 6月8日（土） 府中市　郷土の森体育館 一般

106 女子指導法講習会 6月22日（土）23日（日） 勝浦市 女子高段者

107 西東京剣道連盟合同稽古会 7月13日（土） 西東京市ｽﾎﾟー ﾂｾﾝﾀｰ 一般

108 指導者講習会 7月27日(土) エスフォルタアリーナ八王子 五～七段

109 四～七段受審者講習会 8月10日（日） 立川市 一般

110 六・七段審査会 8月11日（日） 北海道 一般

111 七段審査会 8月17日（土） 長野県 一般

112 六段審査会 8月18日（日） 長野県 一般

113 六段審査会 8月18日（日） 沖縄県 一般

114 女子講習会 8月18日（日） 東京武道館 女子高段者

115 西東京剣道連盟合同稽古会 8月25日（日） 昭島市 一般

116 八段受審者講習会 9月23日（月・祝） 昭島市 八段受審者

117 七段審査会 8月24日（土） 福岡県 一般

118 六段審査会 8月25日（日） 福岡県 一般

119 八段受審者講習会 9月23日（月・祝） 昭島市 八段受審者

120 西東京剣道連盟合同稽古会 9月23日（月・祝） 武蔵野市 一般

121 四五段受審者講習会 10月12日(土) 昭島市 一般

122 八段受審者講習会 10月13日(日) 東京武道館 一般

123 西東京剣道連盟合同稽古会 10月26日（土） 立川市 一般

124 西東京剣道連盟合同稽古会 11月4日（月・祝） 武蔵村山市 一般

125 四五段審査会 11月16日（土） 東京武道館 一般

126 七段審査会 11月16日（土） 愛知県 一般

127 六段審査会 11月17日（日） 愛知県 一般

128 三段以下審査会 11月23日（土・祝） エスフォルタアリーナ八王子 13歳以上

129 六段審査会 11月26日（火） エスフォルタアリーナ八王子 一般

130 七段審査会 11月27日（水） エスフォルタアリーナ八王子 一般

131 八段審査会 11月28日（木）、29日（金） エスフォルタアリーナ八王子 一般

132 西東京剣道連盟合同稽古会 12月15日（日） 町田市 一般

133 西東京剣道連盟合同稽古会 1月19日(日) 福生市 一般

134 女子審判講習会 1月19日(日) 福生市 女子高段者

135 四五段受審者講習会 2月1日（土） 昭島市 一般

136 四五段審査会 2月9日（日） 東京武道館 一般

137 指導者講習会 2月15日（土） SUBARU総合スポーツセンタ 五～七段

138 八段受審者講習会 2月16日（日）中止 東京武道館 八段受審者

139 西東京剣道連盟合同稽古会 2月24日（祝）中止 稲城市

140 西東京剣道連盟合同稽古会 3月22日（日）中止 東村山市 一般
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【稽古場所】

　　　　　　※開催場所・時間は変更になることがあります

毎月第2（土）曜日　立川錬成館　　　10月5日　　12月7日

　7月6日　11月30日　12月21日　2月29日

毎週土曜日　17：15～19：00　　　谷戸第２小体育館

　月曜稽古　田無地区

　水曜稽古　保谷地区

男子強化選手稽古会

女子稽古会

毎週木曜日　18：00～20：30　　きらっと体育館・向台小体育館

毎月第3（土）曜日　立川錬成館　　　12月14日　　2月22日

毎月第4（土）曜日　立川錬成館　　4月・1月は中止

毎週土曜日　9：00～12：00　　　東伏見小体育館

　　　　　　※開催場所・時間は変更になることがあります

毎週日曜日　9：00～12：00　スポーツセンター第２体育室

毎週日曜日　8：30～10：00/16：00～18：00　保谷第2小体育館

毎週月曜日　18：00～20：30　　きらっと体育館         

毎週水曜日　19：00～20：30　　明保中トレーニング室

曜日・時間・場所教室名

【通常稽古会】

　日曜稽古　保谷地区

　日曜稽古　新町地区

形大会選手稽古会

　木曜稽古　田無地区

　土曜稽古　保谷地区

　土曜稽古　谷戸地区

【西東京剣道連盟定例稽古会】
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【剣友会事業】

No 事業・教室名等 開催日時 会場 内容等

1 理事会 4月中止 長岡屋 理事

2 剣道スポーツ教室 4月5、19日(日）中止 ｽﾎﾟー ﾂｾﾝﾀｰ第二 初心者講習会

3 剣友会総会 4月26日(日）中止 スポーツセンター会議室 9：15　開会

4 第96回級位審査会 4月26日（日）中止 ｽﾎﾟー ﾂｾﾝﾀｰ第二 9級～2級審査会

5 保護者会総会 5月中止 保谷庁舎 保護者会

6 剣道スポーツ教室 5月3、17、31日(日）中止 ｽﾎﾟー ﾂｾﾝﾀｰ第二 初心者講習会

7 武道体験会 5月中止 ｽﾎﾟー ﾂｾﾝﾀｰ第一 小・中・一般

8 剣道スポーツ教室 6月7日(日）中止 ｽﾎﾟー ﾂｾﾝﾀｰ第二 初心者講習会

9 部内試合兼審判講習会 6月13日（土）中止 ｽﾎﾟー ﾂｾﾝﾀｰ第一 小・中・一般・保護者会

10 近隣地区剣道錬成大会兼審判講習会 6月27日(土）中止 ｽﾎﾟー ﾂｾﾝﾀｰ第一 小学生・一般

11 剣道スポーツ教室 7月5日(日）中止 ｽﾎﾟー ﾂｾﾝﾀｰ第二 初心者講習会

12 講習会（少年指導法・審判法〉 8月 ｽﾎﾟー ﾂｾﾝﾀｰ第二 一般

13 西東京市総合体育大会総合開会式（体協事業） 8月 ｽﾎﾟー ﾂｾﾝﾀｰ第一 小・中・一般・保護者会

14 剣道スポーツ教室 8月16、30日(日） ｽﾎﾟー ﾂｾﾝﾀｰ第二 初心者講習会

15 暑中稽古 8月20日（木）～24日(月） 東伏見小 小・中・一般

16 剣道スポーツ教室 9月9、20日(日） ｽﾎﾟー ﾂｾﾝﾀｰ第二 初心者講習会

17 市体育大会前日準備 9月11日（金） ｽﾎﾟー ﾂｾﾝﾀｰ第一 一般・保護者会

18 第17回西東京市体育大会剣道大会 9月12日（土） ｽﾎﾟー ﾂｾﾝﾀｰ第一 小・中・一般・関係団体・保護者会

19 剣道スポーツ教室 10月 ｽﾎﾟー ﾂｾﾝﾀｰ第二 初心者講習会

20 市民スポーツまつり（体協事業） 10月 向台運動場 一般・保護者会

21 バ－ベキュ－大会 10月 西東京市いこいの森 小・中・一般・保護者会

22 剣道スポーツ教室 11月 ｽﾎﾟー ﾂｾﾝﾀｰ第二 初心者講習会

23 西東京市民まつり（体協事業） 11月 西東京いこいの森公園 一般・保護者会

24 第96回級位審査会 11月8日（日） ｽﾎﾟー ﾂｾﾝﾀｰ第二 9級～2級審査会

25 東伏見小体育館大掃除 12月 東伏見小 小・中・一般

26 部内試合兼審判講習会 12月5日（土） ｽﾎﾟー ﾂｾﾝﾀｰ第一 小・中・一般・保護者会

27 剣道スポーツ教室 12月 ｽﾎﾟー ﾂｾﾝﾀｰ第二 初心者講習会

28 西東京市リレーマラソン大会（体協事業） 12月 都立小金井公園 一般・保護者会

29 寒稽古 12月26日（土）～28日(月） 東伏見小 小・中・一般

30 西東京市体育協会新年賀詞交換会 1月 こもれびホール 一般

31 剣道スポーツ教室 1月 ｽﾎﾟー ﾂｾﾝﾀｰ第二 初心者講習会

32 新年稽古始め 1月2日（土） ｽﾎﾟー ﾂｾﾝﾀｰ第二 一般

33 鏡開き 1月10日（日） 東伏見小 小・中・一般・保護者会

34 理事会 1月10日（日） 東伏見小 理事

35 剣道スポーツ教室 2月 ｽﾎﾟー ﾂｾﾝﾀｰ第二 初心者講習会

36 講習会（少年指導法・審判法〉 2月 ｽﾎﾟー ﾂｾﾝﾀｰ第二 一般

37 西東京市ロードレース大会（体協事業） 2月 西東京市総合体育館 一般・保護者会

38 一級審査会 2月7日（日） きらっと 一級審査会

39 剣道スポーツ教室 3月 ｽﾎﾟー ﾂｾﾝﾀｰ第二 初心者講習会

40 剣友会剣道大会前日準備 3月20日（土） ｽﾎﾟー ﾂｾﾝﾀｰ第一 一般・保護者会

41 第15回西東京市剣友会剣道大会 3月21日（日） ｽﾎﾟー ﾂｾﾝﾀｰ第一 小・中・一般・関連団体・保護者会

42 春季剣道合宿 3月 埼玉県寄居町 一般

43 理事会 3月 長岡屋 理事
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【対外試合】

No 大会名 日時 会場 対象者

44 東京剣道祭 4月5日（日）中止 東京武道館 女子五段・男子六段以上

45 西東京女子選手権・優勝大会 4月12日（日）中止 昭島市総合スポーツセンター 一般（女）　

46 全日本演武会 5月2日（木）～5日(日）中止 京都 錬士六段以上

47 武蔵御嶽神社奉納剣道大会 4月29日（水・祝）中止 武蔵御嶽神社 二段以上

48 東京都民体育大会剣道大会 5月17日(日）午前　中止 東京武道館 一般（男）

49 都道府県対抗女子剣道大会予選 5月17日(日）午後　延期 東京武道館 一般（女）

50 女子年齢別大会 5月30日(土）中止 東京武道館 一般（女）

51
所沢市近郊スポーツ少年団招待剣道大

会兼阿部杯記念争奪剣道大会
5月24日（日）中止 所沢市民武道館 小・中・一般

52 山岡鐡舟先生顕彰少年剣道錬成大会 6月 台東区立忍岡中学校 小・中学生

53 東京都女子剣道選手権 6月20日（土） 東京武道館 一般（女）

54 昭武館剣道大会 7月 昭武館 一般（男女）

55 西東京剣道選手権 7月12日（日） 武蔵村山市 一般（男）　

56 桜木杯争奪松井剣志会少年剣道錬成大会 7月19日（日） 所沢市民武道館 小学生

57 坂本龍馬杯武州剣道大会 8月 東村山市 小・中学生

58 東京都剣道選手権 9月5日（土）午前 東京武道館 一般（男）　係員

59 東京都青年剣道大会 9月6日（日）午前 東京武道館 一般（男）

60 都民生涯スポーツ大会 9月6日（日）午後 東京武道館 一般（女）

61 市町村剣道大会 9月13日（日） 東久留米市 一般（男女）　

62 東洋大学京北杯親善剣道大会 9月 京北学園 小学生

63 東京霞剣友会少年剣道大会 9月 青梅第三中学校 小・中学生

64 巣鴨学園少年剣道大会 9月 巣鴨学園 小・中学生

65 毛呂山青少年剣道大会 9月 毛呂山総合公園体育館 小・中学生

66 東日本武陽旗少年剣道大会 9月 駿河台大学 小・中学生

67 国士舘学長杯争奪ちびっ子少年少女剣道大会 10月 国士舘大学体育館 小・中学生

68 形剣道大会 西東京予選会 10月17日（土） 立川市泉市民体育館 一般

69 東京都シニア大会 10月22日（木） 東京武道館 一般（高齢者）

70 西東京剣道連盟剣道大会 11月1日（日） エスフォルタアリーナ八王子 小・中・一般（男）　

71
日高市長杯・ママさん剣道大会

及び剣友会対抗剣道大会
11月 日高市武蔵台小学校 小・中・一般

72 片山剣友会招待親善試合 12月 新座市民総合体育館 小・中学生

73 彩の国清虔杯剣道大会 12月 越谷市民総合体育館 小・中学生

74 東京都形剣道大会 12月5日（土） 東京武道館 一般（男女）

75 北多摩剣道大会 12月6日（日） 小平市ＢＳ体育館 一般（男女）

76 JPグループ少年少女剣道大会 2月 中央郵政研修センター体育館 小・中学生

77 都道府県大会東京都予選 2月6日(土) 東京武道館 一般（男）

78 東海大学剣道部OB練成会 2月 東海大学付属相模高等学校 小学生

79 東京都剣道大会 2月24日(祝) 東京武道館 一般（男）

80 東京都少年剣道大会 2月27日（土） 東京武道館 小・中学生

81 上平井剣友会剣道大会 3月 葛飾区立新小岩学園 小・中学生

82 幸武館剣道大会 3月 入間市武道館 小・中学生
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【審査会　講習会　西東京合同稽古　等】

No 審査会名 日時 会場 対象者

83 女子審判講習会 4月4日（土）延期 東京武道館 女子高段者

84 四五段審査会 4月25日（日）延期 東京武道館 一般

85 西東京剣道連盟合同稽古会 4月26日（日）中止 狛江市 一般

86 六段審査会 4月29日（水・祝）延期 京都府 一般

87 七段審査会 4月30日（木）延期 京都府 一般

88 八段審査会 5月1日（金）、2日（土）延期 京都府 一般

89 七段審査会 5月16日(土）延期 愛知県 一般

90 六段審査会 5月17日(日）延期 愛知県 一般

91 西東京剣道連盟合同稽古会 5月31日（日）中止 国分寺市 一般

92 女子審判法講習会 6月6日（土）7日（日）中止 勝浦市 女子高段者

93 三段以下審査会 6月7日（日）中止 エスフォルタアリーナ八王子 13歳以上

94 西東京剣道連盟合同稽古会 6月20日（土）中止 多摩市 一般

95 西東京剣道連盟合同稽古会 7月 小金井市 一般

96 西東京ブロック講習会 7月25日(土) 八王子市富士森体育館 五～七段

97 四～七段受審者講習会 8月15日（土） 東京武道館 一般

98 女子講習会 8月8日（土） 東京武道館 女子高段者

99 七段審査会 8月22日（土） 長野県 一般

100 六段審査会 8月23日（日） 長野県 一般

101 西東京剣道連盟合同稽古会 8月 調布市 一般

102 八段受審者講習会 9月23日（月・祝） 昭島市 八段受審者

103 七段審査会 8月29日（土） 福岡県 一般

104 六段審査会 8月30日（日） 福岡県 一般

105 女子審判講習会 8月30日（日） SUBARU総合スポーツセンタ 女子高段者

106 西東京剣道連盟合同稽古会 9月22日（火・祝） 東大和市 一般

107 東京都剣道連盟八段受審者講習会 9月19日(土) 東京武道館 一般

108 西東京剣道連盟合同稽古会 10月3日（土） SUBARU総合スポーツセンタ 一般

109 東京都市町村共済剣道大会 10月31日（土） 西東京市スポーツセンター 一般

110 西東京剣道連盟合同稽古会 11月28日（土）又は29日（日） 東久留米スポーツセンター 一般

111 四五段審査会 11月28日（土） 東京武道館 一般

112 七段審査会 11月14日（土） 愛知県 一般

113 六段審査会 11月15日（日） 愛知県 一般

114 三段以下審査会 11月23日（月・祝） エスフォルタアリーナ八王子 13歳以上

115 六段審査会 11月21日（土） エスフォルタアリーナ八王子 一般

116 七段審査会 11月24日（火）25日（水） 東京武道館 一般

117 八段審査会 11月26日（木）27日（金） 日本武道館 一般

118 西東京剣道連盟合同稽古会 12月 日野市 一般

119 西東京剣道連盟合同稽古会 1月中止 清瀬市 一般

120 四五段審査会 2月7日（日） 東京武道館 一般

121 西東京ブロック講習会 2月14日（土） 八王子市富士森体育館 五～七段

122 西東京剣道連盟合同稽古会 2月27日（土） 八王子市甲の原体育館 一般

123 西東京剣道連盟合同稽古会 3月14日（日） くにたち市民総合体育館 一般
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【稽古場所】

教室名 曜日・時間・場所

【通常稽古会】

　日曜稽古　保谷地区

　日曜稽古　新町地区

　月曜稽古　田無地区

　水曜稽古　保谷地区

　木曜稽古　田無地区

　土曜稽古　保谷地区

　土曜稽古　谷戸地区

【西東京剣道連盟定例稽古会】

形大会選手稽古会

男子強化選手稽古会

女子稽古会

毎週木曜日　18：00～20：30　　きらっと体育館・向台小体育館

毎週土曜日　9：00～12：00　　　東伏見小体育館

毎週月曜日　18：00～20：30　　きらっと体育館         

毎週水曜日　19：00～20：30　　明保中トレーニング室

毎週日曜日　9：00～12：00　スポーツセンター第２体育室

毎週日曜日　8：30～10：00/16：00～18：00　第2小体育館

隔月第3（土）曜日　立川錬成館

隔月第4（土）曜日　立川錬成館

　　　　　　※開催場所・時間は変更になることがあります

毎週土曜日　17：15～19：00　　　谷戸第２小体育館

　　　　　　※開催場所・時間は変更になることがあります

隔月第2（土）曜日　立川錬成館



1.収入の部 令和2年3月31日

区　　分 予算額 決算額 増減 備　　　　考

2,810,537 2,810,537 0

2,088,000 1,837,600 ▲ 250,400 一般112名（のべ数）、子供60名(前年子供90名）

30,000 15,000 ▲ 15,000 15人（前年度26人）

170,000 165,000 ▲ 5,000 総合体育大会助成金

100,000 211,385 111,385 ジュニア育成交付金・交通費・強化費・活動助成金

200,000 163,000 ▲ 37,000 1級審査、2級以下審査会、合同稽古補助金

40,000 182,155 142,155 駐車場、祝金・寄付・利息、連盟等戻入

5,438,537 5,384,677 ▲ 53,860

２．支出の部

予算額 決算額 差額 備考

旅費交通費 60,000 44,980 ▲ 15,020 昇段審査随行・市民祭、ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ・ｽﾎﾟｰﾂ祭り、他

消耗品費 120,000 90,384 ▲ 29,616 筆記具、印刷用紙、賞状、ﾌﾟﾘﾝﾀｲﾝｸほか

通信費 60,000 44,337 ▲ 15,663 振込手数料・郵便切手、ホームページ維持費

渉外費 15,000 0 ▲ 15,000

慶弔費 50,000 20,000 ▲ 30,000 船津師範ご尊父・中島会員本人

雑費 200,000 129,263 ▲ 70,737 師範登録費他・倉庫借り入れ.（２年度科目追加）

事務費 100,000 100,000 0

立替金 保険立替金 0 36,000 36,000 スポーツ保険令和２年度立替金

分担金 体協関係費 350,000 399,750 49,750 ｽﾎﾟｾﾝ・ｷﾗｯﾄ・市民会館使用料、体協総会他

会議費 会議費 40,000 19,200 ▲ 20,800 理事会、体協理事会、北多摩大会会議費

連盟費 西東京剣連 80,000 66,000 ▲ 14,000 西東京剣連新年会・会議費

1,075,000 949,914 ▲ 125,086

定期総会費 10,000 3,888 ▲ 6,112 総会資料印刷費

対外試合費 720,000 629,141 ▲ 90,859 錬成大会他対外試合

大会費 730,000 334,513 ▲ 395,487 秋大会、部内戦、ジュニア育成、合同稽古会

行事費 60,000 27,000 ▲ 33,000 皆勤賞、体協武道体験、鏡開き

レクリエーション費 100,000 99,253 ▲ 747 ﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰ大会保険・材料その他

地区事業費 60,000 4,672 ▲ 55,328 谷戸剣道教室、田無地区定例会

級位審査会費 80,000 77,058 ▲ 2,942 1級審査会審査員、審査用紙、模造紙他

師範謝金 240,000 240,000 0

予備費 250,000 173,270 ▲ 76,730 選手用防具修理・その他

2,250,000 1,588,795 ▲ 661,205

3,325,000 2,538,709 ▲ 786,291

定期預金繰出 0 0 0

預金・現金 1,113,537 1,845,968 732,431  下記普通預金・当座預金・現金欄参照

周年行事費 1,000,000 1,000,000 0 50万円×2口　周年行事積立

2,113,537 2,845,968 732,431 次年度繰越金

5,438,537 5,384,677 ▲ 53,860

定期預金 大東京信用組合保谷支店 500,000 期間６か月更新　

〃 〃 500,000 〃

普通預金 〃 1,029,006 会計用主口座

〃 みずほ銀行田無支店 41,558 体育協会用

〃 三菱東京銀行保谷支店 109,051 田無地区用

当座預金 ゆうちょ銀行田無支店 616,421 会費振込用口座

現　　金 49,932 現　　金

令和元年度決算報告は、関係書類を監査した結果、適正かつ妥当である事を認めます。

監事 印

監事 印

西東京市剣友会令和元年度決算書（案）

前期繰越金

会費

入会金

総合体育大会助成金

体協交付金

事業収入

雑収入

合　　　　　　計

区　　　分

事

務

費

小　　　　　　計

事

業

費

小　　　　　　計

支　出　合　計

令和２年　　月　　日

繰

越

金

小　　　　　　計

合　　　　　　計



1.収入の部

区分 予算額 前年度予算比 前年度決算額比 備　　　　考

2,845,968 35,431 35,431

1,872,000 ▲ 216,000 34,400 一般100名*12000、中学生以下70名*9600/年

20,000 ▲ 10,000 5,000 20名（前年15名）

165,000 ▲ 5,000 0 前年決算同額

100,000 0 ▲ 111,385 交付金・交通費・選手強化費（ジュニア育成中止）

170,000 ▲ 30,000 7,000 級位審査会

40,000 0 ▲ 142,155 例年程度

5,212,968 ▲ 225,569 ▲ 171,709

２．支出の部

予算額 前年度予算比 前年度決算額比 備考

旅費交通費 60,000 0 15,020 行事・昇段審査派遣費

消耗品費 100,000 ▲ 20,000 9,616 用紙・コピー費

通信費 80,000 20,000 35,663 ホームページ維持費・振込手数料他・郵貯手数料

渉外費 15,000 0 15,000

慶弔費 50,000 0 30,000

雑費 140,000 ▲ 60,000 10,737 師範登録費他

事務費 100,000 0 0 体協、剣連理事会等事務費増見込

賃借料 61,200 61,200 61,200 トランクルーム借入（5100円×12月）

分担金 体協関係費 400,000 50,000 250 ｽﾎﾟｾﾝ、ｷﾗｯﾄ使用料、体協総会他

会議費 会議費 30,000 ▲ 10,000 10,800 理事会、体育協会理事会、北多摩大会会議費

連盟費 西東京剣連 70,000 ▲ 10,000 4,000 西東京剣連新年会・会議費

1,106,200 31,200 156,286

定期総会費 10,000 0 6,112

対外試合費 650,000 ▲ 70,000 20,859 錬成大会中止

大会費 700,000 ▲ 30,000 365,487 秋、春大会、部内戦（春秋）、合同稽古

行事費 50,000 ▲ 10,000 23,000 皆勤賞、体協武道体験、鏡開き

レクリエーション費 100,000 0 747 ﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰ大会開催

地区事業費 60,000 0 55,328 谷戸、田無地区定例会他

級位審査会費 80,000 0 2,942

師範謝金 240,000 0 0

予備費 250,000 0 76,730

2,140,000 ▲ 110,000 551,205

3,246,200 ▲ 78,800 707,491

定期預金繰出 0 0 0

次期繰越金 966,768 ▲ 146,769 ▲ 879,200 現金+普通預金

周年行事積立金 1,000,000 0 0 定期預金

1,966,768 ▲ 146,769 ▲ 879,200

5,212,968 ▲ 225,569 ▲ 171,709

特記事項

1.支出科目追加：賃借料（トランクルーム費用）

2.令和元年度支出科目：保険立替金として元年度特例として記載

3.２年度ジュニア育成中止のため部内戦を秋以降開催予定

令和２年度会計予算（案）

前期繰越金

会費

入会金

総合体育大会助成金

体協交付金

事業収入

雑収入

合　　　　　　計

区分

事

務

費

小　　　　　　計

事

業

費

小　　　　　　計

支　出　合　計

繰越金

小　　　　　　計

合　　　　　　計


