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ＮＰＯ法人そばネット埼玉第 9 回通常総会 
代表理事あいさつ要旨 

 先ず、昨年度の総会以降に新たに団体正会員として入会されました、日光落合手打ちそ

ばの会、つくば蕎麦愛好会、小山手打ちそばの会、小原田そば同好会の皆さんを心から歓

迎申し上げます。後程、各団体の紹介をさせていただきます。 
さて、早いもので通常総会も 9 回目となり、創立時 3 団体、総人数 200 人から、今や北

は福島から長野まで 9 県に 30 団体、総人数 1200 人のＮＰＯ法人そばネット埼玉となりま

した。 
このことは、会員・役員の皆様の熱い支援があったればこそで、改めて感謝申し上げま

す。 
そばネット埼玉は手打ちそば愛好団体（者）の連合体であり、各団体の活動理念、事業

方針は尊重し、個別の団体では実現できない、広域・大規模な事業を実施するとともに会

員間の交流を促進し、伝統食文化としての「手打ちそば」の継承・発展に寄与しようとす

るものです。全麺協の段位認定会初・二・三・四段を総計 17 回、手打ちそばアカデミーを

23 回をはじめ、指導者養成講座や親子そば打ち教室などを開催してきました。 
「正に、一人では不可能だが、皆で協力すれば実現できる。」です。 
昨年 12 月に「和食」がユネスコの世界無形文化遺産登録されたことはご承知のことです

が、和食にはもちろん「蕎麦」が入っていますし、伝統食文化としての「手打ちそば」、そ

れも国内の各地域で継承されてきた、それぞれ異なった「打ち方」「食べ方」は、世界に類

のない食の無形文化遺産に相応しいのは間違いありません。 
その意味で、「和食」の世界無形文化遺産登録は、私たちのこれからの活動にも大きな励

みになることと思います。 
昨年度、新規事業として「そば料理コンテスト」を開催しましたが、手打ちそばの技術

だけにこだわらず、“そば”を少し広げて楽しむということも、“そば食文化”発展に寄与

することにもなります。 
ところで、手打ちそばの楽しみ方は、人それぞれだと思います。 

 手打ちそばの技術向上に燃え、段位、そば打ち名人を目指して日夜修行に励む方、ある

いは、マイペースでそば打ちを楽しみ家族や友人と交流を図ることを至上とする方、主に、

食べ歩きやそばのイベントで各地を旅することが好きな方・・・・ 
 「伝統食文化としての「手打ちそば」の継承発展のための活動」と大仰に構えなくとも、

それぞれの手打ちそば愛好家の方が自分自身のそば打ち活動を楽しみながら行うことで十

分だと思います。その一人一人の活動そのものが、そば食文化の継承発展に寄与している

ことになっています。 
そばネット埼玉は、そのようなそば打ち愛好家の“拠り所”として活用されるようにな

っていければと思っています。 
さて、来年はそばネット埼玉の創立 10 周年となります。 
10 年を改めて振り返り、この先の 10 年を見据えた展望が求められます。 
その意味で、本日の総会では、皆様の積極的な意見交換がされますことを期待しており

ます。 
 
平成 26 年 5 月 25 日 
 

NPO 法人そばネット埼玉 
代表理事 阿 部 成 男 



第１号議案 
平成 25 年度事業報告書（案） 

 
１ 事業の成果 
   NPO 法人そばネット埼玉（以下「そばネット」という。）は、伝統食文化とし

ての“手打ちそば”の健全なる普及・発展を目指し田活動を展開している。 
①手打ちそばの普及・啓発活動及び②手打ちそばを通じた食育活動を 2 本柱と

し、①では、「全麺協素人そば打ち段位認定大会」、「手打ちそばアカデミーin さ
いたま」、「手打ちそば指導者養成講座」を、また、②では、「親子そば打ち体験
教室」を“基幹事業”として位置づけて積極的に展開をしてきた。 

   さらに、そばネットは手打ちそば愛好家の集団であり、会員相互の交流はそば
ネット発展のために不可欠であり、創立 5 周年を機に開催した「会員対抗そば打
ち選手権大会」も 4 回目となり大いに盛り上がった。 

 
① の事業として、第 9 回目となる「2014 全麺協素人そば打ち段位認定埼玉大

会（初段・二段）」を開催したところ、初段については、75 人応募、59 人
受験（1 人直前欠席）、59 人全員合格、二段は 60 人応募、58 人受験で 52
人合格となった。 
今年から 3 日間開催を 2 日間としたが、初段受験者が多く、15 人に受験

の機会を与えられなかったことは残念であった。 
さらに、5 回目となる「2014 全麺協素人そば打ち段位認定埼玉大会（三

段）」を開催したが定員 96 人を超える 119 人の応募があった。 
直前に、千葉大会（12 月）、茨城大会（2 月）があることから選考漏れ者

数は一時より半減し、さらに、茨城大会へ受験を勧めたこともあって、実
質受験できない者は少なくなった。今後とも支部内での連携を図っていき
たい。 
 やはり、今年度も、特筆すべきは、応募者の年齢構成であり、平均年齢は
初段 60 歳、二段は 63 歳（昨年 63）、最高齢は 78 歳、三段は、平均年齢 65
歳（昨年 64）で 60 歳以上が 82％（昨年 81％）、70 歳以上が全体の 32％（昨
年 28％）を占めており、最高齢は 79 歳で、いずれも前回より高齢者の割合
が高くなっている。 
 そばネットとしては、今後とも、老若男女、幅広い年齢層を対象に普及を
広めていくことに加えて、これらの高齢の人たちが“手打ちそば”を通じて
健康を維持し、仲間づくりなど、生き生きとした人生を謳歌できるための施
策も展開していくこととしたい。 
 

     「手打ちそばアカデミーin さいたま」は、22 回（6 月 2 日）に東京歯科

大学名誉教授・歯学博士腰原 好 氏の「そば打ちを体の仕組みから考える」

講演及びそば打ち技術交流会を、23回（3月 29日）は、「そば打ち技術交流

会」を開催した。 
  しかしながら、今年度は、計画事業以外に、11 月に全麺協主催の四段位
認定会、3 月に全麺協 20 周年記念会員対抗選手権大会を主管したこともあ
り、事業日程の確保ができなくなり、2 回のみに終わったことは残念であり、
今後の課題となった。 

 
5 年目を迎えた「手打ちそば指導者養成講座」は、受講生の数も増加し、土・

木の 2 コースで、延べ 200 人（前年度 119 人）が受講した。 
この講座は、手打ちそばの指導者として期待される全麺協三段位以上の合格

者を養成するものであるが、今年度、受講生から 27 人合格者を出し、目に見
える大きな成果を得ることができた。 
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手打ちそばの楽しさ、素晴らしさを伝え、広めていくには“良き指導者”が
必要であり、今後とも、手打ちそばの知識・技術を普及できる指導者を育成し
ていきたい。 

 
さらに、会員相互の交流を活発化するための「会員対抗そば打ち選手権大会（個

人・団体）を昨年度に続き開催した。（9 月の予定であったが台風接近により 3
月に延期） 

4 回目となり、団体、個人とも過去最多の出場者で大いに盛り上がり、終了後
の交流会も 60 人出席で次回の健闘を誓い合った。 

    第 4 回会員対抗選手権大会 平成 26 年 3 月 30 日（日） 
     団体の部 13 チーム出場 

優 勝 杉戸麺打愛好会小川道場 Aチーム 

準優勝 せいち庵そば打ち倶楽部 

第 3位 彩蕎一門会 Ａチーム 

特別賞 蕎麦道楽 野田弐八会 

 
     個人の部 30 人出場 

優 勝 関   信 雄 杉戸麺打愛好会 小川道場 
準優勝 松 沼   孝 彩蕎一門会 
第 3 位 原 田 福太郎 蕎麦の会「みかど」 
敢闘賞 小 川 伊 七 杉戸麺打愛好会 小川道場 

    
 最後に、新規事業として「第 1 回全日本そば料理コンテスト」を開催し、大成功を

収め次年度以降の開催に弾みがついた。 
  前日の大雪により、出品者 6 人が欠席となったが、8 人 15 品目が出品され大い

に盛り上がった。（詳細はホームページで） 
  日時 平成 26 年 2 月 9 日（日） 
  会場 埼玉県県民活動総合センター 料理研修室 
  二次審査結果 
  入賞者 

分野 料理名 出品者名 市町 審査結果 

一般 

浅間高原レタスそば カプレーゼ風 大池久男 小諸市 金賞 

そばがき蟹餡かけ 安田武司 さいたま市 銀賞 

そば揚ニョッキ 鈴木良樹 さいたま市 銅賞 

酒肴 

抜きそば粥とそばつゆのジュレ 安田武司 さいたま市 金賞 

そば籠の吹き寄せ 藤間英雄 伊奈町 銀賞 

かも肉とそば味噌のクレープ巻 鈴木洋子 野田市 銅賞 

スウ

ィー

ツ 

純そばシホンケーキとデコレーション 岩崎よし子 我孫子市 金賞 

桜御前 寺西恭子 横浜市 銀賞 

トリオ de クール 船塚 實 春日部市 銅賞 
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  また、下記のとおり全麺協主催事業を主管し、全国からのそば打ち愛好者を迎え、
そばネット会員スタッフの活躍により、いずれも大成功を収めた。 

 
◎ 全麺協素人そば打ち段位認定四段位技能審査埼玉大会 

平成 25 年 11 月 16 日（土）17 日（日） 
会場：埼玉県県民活動総合センター 
受験者数 96 人 合格者数 56 人 
 

◎ 全麺協 20 周年記念会員対抗選手権埼玉大会 
     実施日：平成 26 年 3 月 2 日（日） 

会 場：埼玉県県民活動総合センター 
各支部 3 チームで 12 チーム 36 人出場 

 優勝 ＮＰＯ法人そばネット埼玉 彩蕎一門会 準優勝 いばらき蕎麦
の会 ibasoba-Z    第 3 位 全十勝蕎麦推進協議会 海組 

 
 

② の事業として小学生親子を対象にした「親子そば打ち体験教室」を 4 月 7
日に予定したが、爆弾低気圧の接近により中止となってしまった。 

     
上記の事業を推進するに当たり、そば粉等材料の販売を行った。 

 
以上、主な事業の成果により、会員数も下表のとおり増加してきたが、伝統

食文化としての“手打ちそば”の健全なる普及・発展に向けて、今後とも会員
数の増加に務め、ネットワークを広げていきたい。 

 団体会員 個人会員 賛助会員 合計 
設立時 3（189） 20 0 23（209） 
平成 17 年度末 3（189） 36 3 42（228） 
平成 18 年度末 10（356） 69 5 84（430） 
平成 19 年度末 12（455） 88 6 106（549） 
平成 20 年度末 14（516） 103 10 127（629） 
平成 21 年度末 17（810） 133 10 160（953） 
平成 22 年度末 21（877） 141 6 168（1024） 
平成 23 年度末 24（936） 130 6 160（1072） 
平成 24 年度末 26（975） 138 5 169（1118） 
平成 25 年度末 29（1054） 132 5 166（1191） 
増減 3（79） △6 0 △3（73） 

 
２ 事業の実施に関する事項  平成 25 年 4 月 1 日～平成 26 年 3 月 31 日 
（1） 特定非営利活動に係る事業 

定款の事業
名 事業内容 実施時期 実施場

所 
従事
者の
人数 

受益対象者 支出額
（千
円） 範囲 人数 

そば打ち教

室の開催 

手 打 ち そ

ば 指 導 者

養成講座 

通年 
土・木各月

2 回 
事務所 80 県内外

の会員 200 2,897 

手打ちそば

を通じた食

育活動 

親 子 そ ば

打 ち 体 験

教室 
中止 

埼玉県県民

活動総合セ

ンター 
 

さいたま

市内の小

学生親子 

 
 0 
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定款の事業
名 事業内容 実施時期 実施場

所 

従事
者の
人数 

受益対象者 支出額

（千

円） 範囲 人数 

全麺協素人

そば打ち段

位認定埼玉

大会の開催 

初段・二段 2014.1.18 
～19 

埼玉県県民

活動総合セ

ンター 

 
180 

県内外の

会員・非

会員 
132 749 

三段 2014.2.22 
～23 

埼玉県県民

活動総合セ

ンター 
120 

県内外の

会員・非

会員 
96 877 

四段 2013.11.16
～17 

埼玉県県民

活動総合セ

ンター 
120 

県内外の

会員・非

会員 

96 1,657 

手打ちそば

に関する普

及啓発活動 

手 打 ち そ

ば ア カ デ

ミ ー の 開

催 

2013.6.2 
埼玉県県民

活動総合セ

ンター 
15 

県内外の

会員・非

会員 
100 

176 
2014.3.29 

埼玉県県民

活動総合セ

ンター 
15 

県内外の

会員・非

会員 
100 

そ ば 料 理

コ ン テ ス

トの開催 
2014.2.9 

埼玉県県民

活動総合セ

ンター 
6 

県内外の

会員・非

会員 14 268 

そ ば 粉 等

材 料 の 販

売 
通年 事務所 6 

県内外の

会員・非

会員 500 12,165 

手打ちそば愛

好家・団体間の

交流・情報交換 

会員対抗選

手権大会の

開催 
2014.3.30 

埼玉県県民

活動総合セ

ンター 
30 

会員 
69 592 

全麺協会員

対抗選手権

大会の開催 
2014.3.2 

埼玉県県民

活動総合セ

ンター 
60 

県内外の

会員・非

会員 70 1,012 

インターネ

ットホーム

ページの運

営 
通年 ネ ッ ト

上 4 
県内外の

会員・非

会員 1200 0 

（2）その他の事業 
   該当なし 

 
 ３ その他 

(1) 役員会の開催 
事業実施を計画的かつ円滑に運営するため、役員会を下記のとおり開催した。 
第 89 回～102 回で計 13 回、いずれも会場はＮＰＯ法人そばネット埼玉の

事務所（さいたま市）であった。 
(2) 評議員会議の開催 

NPO 法人そばネット埼玉の団体間の連携を密にするため、団体正会員を評

議員として評議員会議を開催した。14 団体 20 人出席                
以上 

4



第2号議案

Ⅰ　収入の部 （単位：円）

平成２５年度 平成２５年度

大科目 中科目 小科目 予算額 決算額

団体会員会費収入 280,000 290,000 -10,000 29団体

300,000 266,000 34,000 133人

賛助会員会費収入 50,000 10,000 40,000

630,000 566,000 64,000

２　事業収入

　手打ちそば普及・啓発 0 0 0

　活動事業収入 初・二段 840,000 922,760 -82,760 受験者（初59名、二58名）受験料等

三段 960,000 1,047,970 -87,970 受験者　（96名）受験料等

四段 1,056,000 2,210,537 -1,154,537 受験者　（96名）受験料等

小計 2,856,000 4,181,267 -1,325,267

160,000 99,000 61,000 2回開催

2,304,000 4,732,000 -2,428,000 受講料4期分（開講71日、延参加者249名）

そば粉等の販売 8,000,000 12,683,179 -4,683,179 各大会練習用粉、さいたま蕎麦打ち倶楽部、指導者養成講座等

道具等の販売 10,000 74,000 -64,000 ポロシャツ

会員対抗選手権大会 500,000 674,000 -174,000 第4回大会・参加者（個人30、団体12）参加料等（中止分含む）

0 545,000 -545,000 参加者（団体12）参加料等

100,000 30,000 70,000 参加者（8名（15品目））参加料

県活総そば打ち教室 0 133,423 -133,423 そば打ち入門講座開催料(3日×2講座）

計 13,930,000 23,151,869 -9,221,869

70,000 0 70,000

70,000 0 70,000

計 140,000 0 140,000

事業収入計 14,060,000 23,151,869 -9,081,869

３　助成金収入 0 550,000 -550,000 全麺協（全麺協会員対抗、三段位認定会）

４　寄付金収入 0 0 0

５　繰入金 250,000 112,546 137,454 電話利用料、廃棄物処理費負担金

６　雑収入 1,000 156,104 -155,104 評議委員会懇親会費、預金利息（4口座）

当期収入合計 14,951,000 24,536,519 -9,585,519

前期繰越収支差額 4,275,528 4,275,528 0

収　入　合　計 19,226,528 28,812,047 -9,585,519

Ⅱ　支出の部

平成25年度 平成25年度

大科目 中科目 小科目 予算額 決算額

１　事業費

総会費 10,000 720 9,280 会場借用料等

初・二段 840,000 748,513 91,487 会場費、スタッフ交通費・昼食材料費等

三段 960,000 876,975 83,025 会場費、スタッフ交通費・昼食材料費、審査員謝礼等

四段 1,056,000 1,656,923 -600,923 会場費、スタッフ交通費・昼食材料費、審査員謝礼、交流会費等

小計 2,856,000 3,282,411 -426,411

500,000 175,062 324,938 会場費、講師謝礼・交通費等

1,000,000 1,513,400 -513,400 講師交通費、教材費等

そば粉等の仕入費 7,500,000 12,164,911 -4,664,911 そば粉等粉類

道具等の仕入費 10,000 138,600 -128,600 ポロシャツ

会員対抗選手権大会 800,000 591,951 208,049 会場費、スタッフ交通費・昼食材料費、交流会費等

0 1,011,751 -1,011,751 会場費、スタッフ昼食材料費・団体交通費助成金、交流会費等

そば料理コンテスト 200,000 267,063 -67,063 会場費、審査員謝礼等

県活総そば打ち教室 0 221,901 -221,901 食材料費、講師交通費等

計 12,876,000 19,367,770 -6,491,770

70,000 0 70,000

70,000 35,140 34,860 開催委託料、会場費（26年度分）

計 140,000 35,140 104,860

事業費計 13,016,000 19,402,910 -6,386,910

差額 付　　　記

素人そば打ち段位認定大
会

(C)=(A)+(B)

　手打ちそば普及・啓発
　活動事業支出

　手打ちそばを通じた
　食育活動支出

そば打ち指導者養成講座

全麺協対抗選手権大会

(B)

手打ちそばアカデミー

そば打ち指導者養成講座

全麺協対抗選手権大会

子供そば打ち体験教室

親子そば打ち体験教室

勘定科目

平成25年度　ＮＰＯそばネット埼玉収支計算書（案）

平成25年4月1日から平成26年3月31日

手打ちそばアカデミー参加費

　手打ちそばを通じた
　食育活動収入

(A)

そば料理コンテスト参加費

子供そば打ち体験教室

親子そば打ち体験教室

勘定科目

１　会費収入

個人会員会費収入

会費収入計

総会記念講演会参加費

素人そば打ち段位認定大
会

付　　　記差額

5



Ⅱ　支出の部

平成25年度 平成25年度

大科目 中科目 小科目 予算額 決算額

２　管理費

　　事務所賃借料 252,000 252,600 -600

　　旅費交通費 1,000,000 1,826,920 -826,920 24年度下期、25年度通期役員旅費交通費

　　光熱水費 90,000 87,680 2,320

　　廃棄物処理料 100,000 89,400 10,600

　　備品費 60,000 135,530 -75,530 ｶﾞｽｺﾝﾛ、倉庫交換

　　消耗品費 100,000 314,600 -214,600 事務用品、消耗品負担金、財務応援ｿﾌﾄ等

　　手数料 30,000 25,200 4,800

　　通信費 200,000 256,091 -56,091 固定電話、携帯、FAX利用料（12か月分）

　　税理士報酬 240,000 186,227 53,773 税理士報酬（12ヵ月分）

　　保険料 2,000 0 2,000

　　会議費 100,000 284,466 -184,466 第1回評議委員会　会場費・懇親会費

管理費計 2,174,000 3,458,714 -1,284,714

３　負担金等

　　全麺協会費 90,000 90,000 0

15,000 0 15,000

　　商店会会費 10,000 63,540 -53,540 商店会費、ﾂｰﾙﾄﾞﾌﾗﾝｽ法人ｻﾎﾟｰﾀ参加費

負担金計 115,000 153,540 -38,540

４　交際費 20,000 0 20,000

５　租税公課

　　法人税 0 0 0

　　法人県民税 20,000 19,953 47 24年度分

　　法人市民税 50,000 50,000 0 24年度分

　　消費税 100,000 -42,422 142,422 24年度分

　　源泉所得税 0 60,582 -60,582 24・25年度分源泉所得税、復興特別所得税

租税公課計 170,000 88,113 81,887

６　返還金 0 323,500 -323,500 会員対抗選手権大会中止返還金等

７　予備費 3,731,528 0 3,731,528

当期支出合計 19,226,528 23,426,777 -4,200,249

当期収支差額 0 1,109,742 -1,109,742

次期繰越収支差額 0 5,385,270 -5,385,270

支　出　合　計 19,226,528 28,812,047 -9,585,519

Ｆ＝現在残高

(D)

(E)=(A)-(D)

(F)=(C)-(D)

(D)+(F)

　　アジア麻薬・貧困撲滅協会会費

勘定科目
差額 付　　　記
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平成 25年度

NPO法人そばネット埼玉 監査報告書

平成 26年 5月 8日、代表理事から提出された収支決算書、諸帳簿、関係

書類を監査しましたところ、全て適正に執行されているものと認められまし

たことを報告します。

平成 26年 5月 8日

監事）1＼島局、比企 ＆

監事 鈴木幹男寧
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第 3 号議案 
平成 26 年度事業計画（案） 

 
1 事業実施方針 

ＮＰＯ法人そばネット埼玉（以下「そばネット」という。）は、日本の伝統食文
化の代表格ともいえる“手打ちそば”の普及・啓発のための事業を引き続き積極
的に推進していく。 
特に、「和食」がユネスコの世界文化遺産に登録されたこともあり、段位認定会

や手打ちそばアカデミー、手打ちそば指導者養成講座などの主要事業に加えて、
「そば」をより身近な、かつ健康的な食材として広めていくための活動も展開し、
日本の食文化向上に貢献することとする。 
 

2 実施事業 
1）手打ちそばの普及・啓発事業 

   伝統食文化としての“手打ちそば”の健全なる発展を目指して、そばネット埼
玉は、広範に且つ、きめ細かい事業を展開していきます。 

 
①  第 9 回通常総会 
  実施時期：平成 26 年 5 月 25 日（日） 
  会  場：浦和コミュニティセンター 
    
② 2015 全麺協素人そば打ち段位認定埼玉大会（初段・二段）の開催 
  10 回目となる段位認定大会（初段・二段）を開催します。 
  実施時期：平成 27 年 1 月 17 日（土）18 日（日） 
  会  場：埼玉県県民活動総合センター 
 
③  2015 全麺協素人そば打ち段位認定埼玉大会（三段）の開催 
  6 回目となる段位認定大会（三段）を開催します。 
  実施時期：平成 27 年 2 月 21 日（土）22 日（日） 
  会  場：埼玉県県民活動総合センター 
※ ②③は全麺協から開催承認を受けることで実施となる。 
 
④ 「手打ちそばアカデミーin さいたま」の開催 
  今年度も、技術系と学術系の講習会を 4 回開催します。 

・ 第 24 回 学術・技術系  
実施時期：平成 26 年 6～7 月予定 
埼玉県県民活動総合センター 
 

・ 第 25 回 学術・技術系  
実施時期：平成 26 年 9 月 20 日（土） 
 

・ 第 26 回 学術・技術系 
実施時期：平成 26 年 11～1 月予定 
会  場：未定 
 

・ 第 27 回 学術系技術系 
実施時期：平成 27 年 3 月 28 日（土） 
会  場：未定 
 

⑤  「手打ちそば指導者養成講座」の開催 
   手打ちそばの普及に不可欠な“指導者”の養成を昨年度に引き続き実施

します。 
   実施内容：1 期 6 回（三ヶ月）、土・木 2 ｺｰｽで 4 期実施する。 
   対象者 ：そばネット埼玉会員（団体・個人）でそば打ち教室等の指導

者を目指す者 
   実施時期：年間 
   会  場：そばネット埼玉事務所 
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⑥  第 2 回全日本そば料理コンテストの開催 
 手打ちそば愛好家だけでなく、「そば」が身近な料理として、多くの人々
に愛される食材として利用されることを目指して、全国に発信するそば料
理コンテストを開催する。 
 実施時期 平成 27 年 2 月 15 日（日） 
会場：埼玉県県民活動総合センター 
対象：全国（外国も可）、プロ・アマを問わず 

 
⑦  第 1 回全日本素人そば打ちシニアマスターズ大会（新規事業） 

 70 歳以上のそば打ち家を対象にした大会 
 実施時期：平成 26 年 9 月 21 日（日） 
 会  場：埼玉県県民活動総合センター 

 
 2）手打ちそばを通じた食育事業 

      未来を担う子供たちに、手打ちそばを通じて“食の大切さ”“手作りの食の
楽しさ”を伝える事業を展開する。 

①  親子そば打ち体験教室の開催 
    親と子が一緒に体験し、共に“手作りの食の楽しさ”を実感する教室

を開催する。 
    実施時期：平成 26 年 4 月 13 日（日） 
    会  場：埼玉県県民活動総合センター 
    対  象：さいたま市内の小学生親子 20 組 60 人 
 

②  みんなでチャレンジそば打ち体験の開催 
高齢者と小学生の世代間交流事業として、公益財団法人いきいき埼玉
からの受託事業として実施する。 
 実施時期：平成 26 年 5 月 6 日（火） 
 会  場：埼玉県県民活動総合センター 
 対  象：埼玉県内の高齢者及び小学生計 96 人 

 
3）手打ちそば愛好家・団体間の交流・情報交換 

第 5 回そばネット埼玉そば打ち選手権大会の開催 
  会員の技術向上と交流推進のため、個人・団体戦を実施する。 
      会  場：埼玉県県民活動総合センター 
      実施時期：平成 27 年 3 月 29 日（日） 

 
 4）創立１０周年記念事業の計画 
   平成 17 年 10 月に設立したＮＰＯ法人そばネット埼玉は、平成 27 年に満 10

年を迎える。 
   この 10 年振り返り、今後の 10 年を志向して、ＮＰＯ法人そばネット埼玉のま

すますの発展を期するため、「創立 10 周年記念事業」を計画する。 
 
 5）その他    

① ホームページによる会員への情報提供 
ＮＰＯ法人そばネット埼玉の事業はもとより全麺協や他のそば関連団体の
イベント情報などをきめ細かく掲載する。 

② インターネットメールによる情報の相互交流 
必要な会員への情報はメールにより迅速に提供するとともに、ＮＰＯ法人
そばネット埼玉の事業活動等への意見を受ける。 

③ 役員会の開催 
事業を円滑に推進するため、原則月 1 回の役員会を開催する。 

④ 評議員会の開催 
昨年度、団体正会員を評議員と位置付け、団体間の連携を密にするため評
議員会議を開催したが、今年度も最低年 1 回は開催する。 

以 上 
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第4号議案

Ⅰ　収入の部 （単位：円）

平成26年度 平成25年度

大科目 中科目 小科目 予算額 決算額

団体会員会費 330,000 290,000 40,000 33団体

300,000 266,000 34,000 150人

50,000 10,000 40,000 10社

会費収入計 680,000 566,000 114,000

２　事業収入

　手打ちそば普及・啓発 0 0 0

　活動事業収入 初・二段 840,000 922,760 -82,760 受験者（初６０名、二６０名）

三段 960,000 1,047,970 -87,970 受験者　（96名）

四段 0 2,210,537 -2,210,537

小計 1,800,000 4,181,267 -2,381,267

160,000 99,000 61,000 ４回開催（第24～27回/80名×4回）

3,840,000 4,732,000 -892,000 受講料4期分（40人×4期）

そば粉等の販売 9,000,000 12,683,179 -3,683,179 各大会練習用、さいたま蕎麦打ち倶楽部、指導者養成講座等

道具等の販売 80,000 74,000 6,000 ポロシャツ、DVD等

会員対抗選手権大会 300,000 674,000 -374,000 第5回大会・参加者（個人34、団体12）

0 545,000 -545,000

100,000 30,000 70,000 参加料

県活総そば打ち教室 100,000 133,423 -33,423 参加料等

300,000 0 300,000 参加料

計 15,680,000 23,151,869 -7,471,869

144,000 0 144,000

41,500 0 41,500

計 185,500 0 185,500

事業収入計 15,865,500 23,151,869 -7,286,369

３　助成金収入 0 550,000 -550,000

４　寄付金収入 0 0 0

５　繰入金 120,000 112,546 7,454 電話利用料、廃棄物処理費

６　雑収入 1,000 156,104 -155,104 預金利息

当期収入合計 16,666,500 24,536,519 -7,870,019

前期繰越収支差額 5,385,270 4,275,528 1,109,742

収　入　合　計 22,051,770 28,812,047 -6,760,277

Ⅱ　支出の部

平成26年度 平成25年度

大科目 中科目 小科目 予算額 決算額

１　事業費

総会費 10,000 720 9,280 会場借用料等

初・二段 750,000 748,513 1,487 会場費、スタッフ交通費・昼食材料費等

三段 900,000 876,975 23,025 会場費、スタッフ交通費・昼食材料費、審査員謝礼等

四段 0 1,656,923 -1,656,923

小計 1,650,000 3,282,411 -1,632,411

手打ちそばアカデミー 350,000 175,062 174,938 会場費、講師謝礼・交通費等

1,500,000 1,513,400 -13,400 講師交通費、教材費等

そば粉等の仕入費 9,000,000 12,164,911 -3,164,911 そば粉等

道具等の仕入費 0 138,600 -138,600

会員対抗選手権大会 600,000 591,951 8,049 会場費、スタッフ交通費・昼食材料費等

0 1,011,751 -1,011,751

そば料理コンテスト 250,000 267,063 -17,063 会場費、審査員謝礼等

県活総そば打ち教室 100,000 221,901 -121,901 食材料費、講師交通費等

500,000 0 500,000

計 13,960,000 19,367,770 -5,407,770

175,000 0 175,000 委託料、会場費

41,500 35,140 6,360 委託料、会場費

計 216,500 35,140 181,360

事業費計 14,176,500 19,402,910 -5,226,410

平成２６年度　ＮＰＯそばネット埼玉予算書（案）

平成26年4月1日から平成27年3月31日

手打ちそばアカデミー参加費

　手打ちそば普及・啓発
　活動事業支出

差額 付　　　記

素人そば打ち段位認定大
会

子供そば打ち体験教室

親子そば打ち体験教室

（Ｃ）＝(A)+(B)

　手打ちそばを通じた
　食育活動収入

（Ａ）

差額 付　　　記
勘定科目

　手打ちそばを通じた
　食育活動支出

そば打ち指導者養成講座

全麺協対抗選手権大会

全日本シニアマスターズ

子供そば打ち体験教室

親子そば打ち体験教室

１　会費収入

個人会員会費

賛助会員会費

総会記念講演会参加費

素人そば打ち段位認定大
会

勘定科目

そば打ち指導者養成講座

そば料理コンテスト参加費

全日本シニアマスターズ

全麺協対抗選手権大会

（Ｂ）
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Ⅱ　支出の部

平成26年度 平成25年度

大科目 中科目 小科目 予算額 決算額

２　管理費

　　事務所賃借料 260,000 252,600 7,400

　　旅費交通費 1,750,000 1,826,920 -76,920 役員旅費交通費等

　　光熱水費 91,000 87,680 3,320

　　廃棄物処理料 92,000 89,400 2,600

　　備品費 60,000 135,530 -75,530

　　消耗品費 250,000 314,600 -64,600 事務用品、消耗品負担金等

　　手数料 27,000 25,200 1,800

　　通信費 265,000 256,091 8,909 固定電話、携帯、FAX回線

　　税理士報酬 200,000 186,227 13,773 税理士報酬

　　保険料 2,000 0 2,000

　　会議費 100,000 284,466 -184,466 評議委員会費

管理費計 3,097,000 3,458,714 -361,714

３　負担金等

　　全麺協会費 90,000 90,000 0

15,000 0 15,000

　　商店会会費 15,000 63,540 -48,540 商店会費等

負担金計 120,000 153,540 -33,540

４　交際費 20,000 0 20,000

５　租税公課

　　法人税 0 0 0

　　法人県民税 20,000 19,953 47

　　法人市民税 50,000 50,000 0

　　消費税 70,000 -42,422 112,422

　　源泉所得税 50,000 60,582 -10,582

租税公課計 190,000 88,113 101,887

６　返還金 0 323,500 -323,500

７　予備費 4,448,270 0 4,448,270

当期支出合計 22,051,770 23,426,777 -1,375,007

当期収支差額 0 1,109,742 -1,109,742

次期繰越収支差額 0 5,385,270 -5,385,270

支　出　合　計 22,051,770 28,812,047 -6,760,277

付　　　記差額

(F)=(C)-(D)

(D)+(F)

　　アジア麻薬・貧困撲滅協会会費

(D)

(E)=(A)-(D)

勘定科目
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2014.5.25
ＮＯ 団 体 名 代 表 者 〒 所 在 地 電話

1 上尾手打ちそば研究会 川口　雄 362-0022 上尾市瓦葺1752-5 048-721-6770
2 いるま蕎麦打ち倶楽部 小山　周三 358-0013 入間市上藤沢406-30-1 04-2962-2419
3 小山手打ちそばの会 武藤　光男 323-0007 小山市松沼518-8 0285-37-0546 2014.4.1入会
4 清原手打ちそばの会 中田　隆人 321-3232 宇都宮市氷室町1041-123 028-667-5722
5 久喜そば倶楽部 長谷川　明 346-0005 久喜市本町7-2-49 0480-22-8588
6 熊谷そば打ち愛好会 高橋　侑一 360-0037 熊谷市筑波1-49 048-523-2469
7 古河手打ち蕎麦の会 大島　實 306-0126 古河市諸川512-2 0280-76-2609
8 小原田そば同好会 佐藤　信義 963-8835 郡山市小原田4丁目8-11 024-934-5019 2014.4.22入会
9 彩蕎一門会 樽見　二三男 349-1111 久喜市北広島623-3 0480-52-6486
10 さいたま蕎麦打ち倶楽部 田中　浩三 336-0021 さいたま市大宮区吉敷町4-261-5 048-644-4466 全麺協Ｂ会員
11 下野そばの会 原　則夫 321-0101 宇都宮市江曽島本町15-10 028-645-0842
12 信州小諸　峰の蕎麦会 大池　久男 384-0022 小諸市松井1-1-27番地 0267-23-0047
13 杉戸麺打愛好会小川道場 小川　伊七 345-0037 杉戸町本島619 0480-38-1905 全麺協Ｂ会員
14 せいち庵そば打ち倶楽部 生沼　聖司 306-0234 古河市上辺見651 0280-32-7604
15 蕎麦道場恒持庵 坂本　始喜 368-0004 秩父市山田1633-2 0494-22-2039
16 蕎麦道楽　野田弐八会 後藤　修一 278-0031 野田市中根19 04-7122-4084
17 蕎麦の会「みかど」 小林　陽二 321-0203 壬生町幸町1-6-6 0282-86-2371
18 達磨工房秋そば倶楽部 浜川　博 361-0038 行田市前谷749-5 048-556-7453
19 秩父そば打ち倶楽部 上石　良雄 368-0031 秩父市上野町2番16号 0494-23-4515 全麺協Ｂ会員
20 つくば蕎麦愛好会 西原　賢三 305-0842 つくば市柳橋４９６ みずほの村市場内 029-873-9779 2013.10.5入会
21 土浦蕎麦同好会 三島　誠 300-0063 土浦市若松町27-1 029-822-1878
22 東武そば打ち同好会 榎本　喜一 345-0002 杉戸町鷲巣488-33 0480-38-3451
23 常路麺打ち愛好会 新嵜　照幸 359-1104 所沢市北中4-356-10 04-2921-5459
24 とちぎ蕎和会 小森　康弘 329-1104 宇都宮市下岡本町４５２５－２ 028-673-2794
25 那須手打ち蕎麦倶楽部 中原　功詞 329-3155 那須塩原市笹沼字川原向436-59 0278-54-0982 全麺協Ｂ会員
26 日光落合手打ちそばの会 福田　武雄 321-1107 日光市小代243-3 0288-26-2069 2013.9.11入会
27 美食そば打ち会 工藤　春男 350-2213 鶴ヶ島市脚折110-7 049-271-2058
28 北彩蕎麦の会 川島　源比古 364-0006 北本市北本2-177-6 048-592-4703
29 (有)森ファームサービス 森　雅美 306-0128 古河市上片田420 0280-76-6120
30 分桜流･彩次郎蕎麦打ち会 野本　徳市 347-0063 加須市久下2-31-2 0480-66-2251 全麺協Ｂ会員

ＮＰＯ法人そばネット埼玉　団体正会員名簿
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