
 

  平成 26 年８月４日 

 

 
 
 

いよいよ夏本番、休憩と水分を補給し 

 

猛暑が続いています。熱中症にならない様、早めの水分補給とひと涼み

．．．．

いたしましょう。 

東市民体育館では※WBGT を計っています。 

     ※WBGTとは、湿度、輻射熱、気温の３つを取り入れた指標です。 

    WBGTが３１℃以上は原則、運動は中止となっています。 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

おめでとうございますおめでとうございますおめでとうございますおめでとうございます!!!!!!!!    
茨木市体育協会杯茨木市体育協会杯茨木市体育協会杯茨木市体育協会杯ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会大会大会大会 7777 月月月月 27272727 日日日日（（（（日日日日））））    

                                                                                                

    

    

    

    

    

    

    

    ＝＝＝＝ふれあいふれあいふれあいふれあい事業事業事業事業＝＝＝＝    

 
 

    

    

    

    

    

    
    

    

    

    

    

    

    

 
 

 

特定特定特定特定非営利活動法人非営利活動法人非営利活動法人非営利活動法人    茨木東スポーツクラブ茨木東スポーツクラブ茨木東スポーツクラブ茨木東スポーツクラブ    レッツレッツレッツレッツ    

                                                            〒〒〒〒567567567567----0833   0833   0833   0833   茨木市学園町４番１８号茨木市学園町４番１８号茨木市学園町４番１８号茨木市学園町４番１８号    

                                                                            TelTelTelTel    072072072072----633633633633----5701   Fax  0725701   Fax  0725701   Fax  0725701   Fax  072----633633633633----5980598059805980    

                                                                    HPHPHPHP アドレスアドレスアドレスアドレス    http://ibaraki02.web.fc2.comhttp://ibaraki02.web.fc2.comhttp://ibaraki02.web.fc2.comhttp://ibaraki02.web.fc2.com    

レッツ通信レッツ通信レッツ通信レッツ通信 No.6No.6No.6No.6５５５５    

引続き受講される方は 9 月 25 日までに手続き

をしてください。(火曜日以外の 9：00～17：00） 
◇継続受講受付：8888 月月月月 18181818 日（月）日（月）日（月）日（月）から 

◇持 ち 物：会員カード、受講料 

会費(9 月分までお支払の方) 

◇新規受講受付：9999 月月月月 1111 日（月）日（月）日（月）日（月）から 

年会費を 9 月分まで（有効期限が 2014/9/30）
お支払いで、10 月以降も継続される方は 
後期分(10 月～3 月分)の会費を 9 月 25 日まで

に納めていただきます様お願いいたします。 
◇継続受付：8 月月月月 18 日（月）日（月）日（月）日（月）から 
◇持 ち 物：会員カード、会費 

☆日 時：平成 26 年 9月 21 日（日） 

13：00～17：30 

☆場 所：３Fアリーナ 

☆内 容：シングルス クラス別リーグ戦 

☆対 象：市内在住、在学、在クラブの 

小学生男女 50 名 

☆料 金：1 人 300 円 

日時：9月 23 日（祝・火）10：00～12：00 

場所：茨木市立東雲運動広場グラウンド 小雨決行 

対象：小学 4 年～6 年生（チーム単位・付添指導者要） 

定員：100 名（先着順） 

内容：元プロ野球選手が直接指導 

   プロ野球選手が行っているウォーミングアップ 

キャッチボールのポイント 

ヒットやホームランを打つコツ 

元プロ野球選手によるデモンストレーションなど 

料金：小学生一人 100 円（当日団体徴収） 

申込：9月 10 日まで 

 

旧旧旧旧親子親子親子親子

．．

クッキングがこどもこどもこどもこども

．．．

クッキングに!! 

日時：月１回土曜日 10/25 11/22 12/20 

    9:30～12:30 

 

対象：小学 1 年～6 年生 

内容：料理の基礎から 

   お楽しみ料理 

   まで 

第 2 回レッツ杯 

小学生シングルスバドミントン大会開催 

高 口  卓也 様 
上 村  悠太 様 
小鹿倉  智子様 
川 添  友紀 様 

 

草 野  和美 様 
福島  由理恵様 
土 井  和美 様 
桑 田  美和 様 
水 嶋  英美 様 
牧  由 紀子 様 

混合フリーAの部 
優勝優勝優勝優勝 RETS SVC(A) 

レディースフリーFの部 
優勝優勝優勝優勝レッツレッツレッツレッツ パワーズパワーズパワーズパワーズ 
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2222 2222
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4444 受取助成金等 4444 受取助成金等

5555 5555

6666 その他収益 6666 その他収益

1.1.1.1. 1.1.1.1.

2.2.2.2. 2.2.2.2.

   

   

平成25年度活動計算書平成25年度活動計算書平成25年度活動計算書平成25年度活動計算書 平成26年度活動予算書平成26年度活動予算書平成26年度活動予算書平成26年度活動予算書

(単位：円)(単位：円)(単位：円)(単位：円) (単位：円)(単位：円)(単位：円)(単位：円)

科  目科  目科  目科  目 金  額金  額金  額金  額 科  目科  目科  目科  目 金  額金  額金  額金  額

受取会費 9,220,500 受取会費 8,780,000

Ⅰ 経常収益Ⅰ 経常収益Ⅰ 経常収益Ⅰ 経常収益 Ⅰ 経常収益Ⅰ 経常収益Ⅰ 経常収益Ⅰ 経常収益

入会受取会費入会受取会費入会受取会費入会受取会費 286,500 入会受取会費入会受取会費入会受取会費入会受取会費 280,000

受取寄付金 受取寄付金 2,715,000

受取民間助成金 2,545,500 受取民間助成金 52,000

施設管理・運営事業収益 57,688,000 施設管理・運営事業収益 56,272,000

40,835 7,000

事業収益 事業収益

教室等開催事業収益ほか 6,866,600 教室等開催事業収益ほか 6,824,000

Ⅱ 経常費用Ⅱ 経常費用Ⅱ 経常費用Ⅱ 経常費用 Ⅱ 経常費用Ⅱ 経常費用Ⅱ 経常費用Ⅱ 経常費用

　　経常収益計　　経常収益計　　経常収益計　　経常収益計 76,647,93576,647,93576,647,93576,647,935 　　経常収益計　　経常収益計　　経常収益計　　経常収益計 74,930,00074,930,00074,930,00074,930,000

事業費事業費事業費事業費 事業費事業費事業費事業費

（2）その他経費（2）その他経費（2）その他経費（2）その他経費 （2）その他経費（2）その他経費（2）その他経費（2）その他経費

（1）人件費（1）人件費（1）人件費（1）人件費 16,020,543 （1）人件費（1）人件費（1）人件費（1）人件費 17,518,000

事業費計事業費計事業費計事業費計 75,842,585 事業費計事業費計事業費計事業費計 72,301,000

諸謝金 11,170,888 諸謝金 10,961,000

業務委託費 22,164,608 水道光熱費ほか 22,237,000

管理費管理費管理費管理費 管理費管理費管理費管理費

水道光熱費ほか 26,486,546 業務委託費 21,585,000

（1）人件費（1）人件費（1）人件費（1）人件費 1,244,920 （1）人件費（1）人件費（1）人件費（1）人件費 2,515,000

74,930,00074,930,00074,930,00074,930,000

管理費計管理費計管理費計管理費計 1,336,950 管理費計管理費計管理費計管理費計 2,629,000

（2）その他経費（2）その他経費（2）その他経費（2）その他経費 92,030 （2）その他経費（2）その他経費（2）その他経費（2）その他経費 114,000

1,894,1051,894,1051,894,1051,894,105

前期繰越正味財産額前期繰越正味財産額前期繰越正味財産額前期繰越正味財産額 2,425,7052,425,7052,425,7052,425,705 前期繰越正味財産額前期繰越正味財産額前期繰越正味財産額前期繰越正味財産額 1,894,1051,894,1051,894,1051,894,105

当期正味財産増減額当期正味財産増減額当期正味財産増減額当期正味財産増減額 △531,600△531,600△531,600△531,600 当期正味財産増減額当期正味財産増減額当期正味財産増減額当期正味財産増減額 0000

次期繰越正味財産額次期繰越正味財産額次期繰越正味財産額次期繰越正味財産額 1,894,1051,894,1051,894,1051,894,105 次期繰越正味財産額次期繰越正味財産額次期繰越正味財産額次期繰越正味財産額

　　経常費用計　　経常費用計　　経常費用計　　経常費用計 77,179,53577,179,53577,179,53577,179,535 　　経常費用計　　経常費用計　　経常費用計　　経常費用計 74,930,000


