
2019年度成城学園サッカー部OB会総会開催の件

2019年5月6日
ＯＢ会長　伊藤　俊美

ＯＢ総会　　詳細

日　時 5月6日(祝)　１２時００分　～　１３時００分
場　所 第１グラウンド　スタンド

〔総会議案〕 第1号議案　　2018年度｢活動報告｣
第2号議案　　2018年度｢会計報告｣
第3号議案  　 理事追加選任の件　　
第4号議案　　2019年度｢活動計画｣　案
第5号議案　　2019年度｢収支予算計画｣　案

OB会費口座自動振替を実施していますが、自動振替不要の場合は
　本日　ＯＢ会年会費（６千円）を徴収致しますので御協力宜しくお願い致します

OB会年会費(６千円)を振込みでお払い頂く方は下記銀行口座へお願いいたします

銀行 三菱東京ＵＦＪ銀行
支店名 新宿通支店
口座番号３１６２５２１
口座名 成城学園サッカー部OB会会長　伊藤　俊美



　第１号議案　2018年度｢ＯＢ会｣活動報告

(１) 　｢年会費｣の件

 2018年度は、80 名の方から会費を480千円、寄付を132千円、頂きました。
有難うございました。　目標の約５０％となり次年度以降の課題です。

現役部員数が60名を超える状況で必要費用が想像以上増加し来年度への
繰越金もゼロに近く赤字寸前の状況となっております。
　ＯＢ会費の口座振替による徴収は今後の会の財政安定の肝となります。
口座振替をまだ実施しておられないかたはぜひご協力をお願いします。
　また、年会費のお支払方法として、ＯＢ専用サイト「Ｎａcama」よりクレジットカードでの
お支払いも可能となりました。

　後になりましたが皆様から頂いた年会費は会計報告の通り有効に使わせて
頂きました。

　　（２）　現役への支援(主たるもの)

　　　リーグ戦用にサプリメント等の費用を支援しました。
　　　監督コーチの交通費を援助しました。
　　　監督コーチの合宿費を援助しました。

　　　８月１９日に人工芝化した第一グラウンドで後期リーグ戦直前の激励会を開催しました

（３） 　忘年会の開催

12月7日にOB忘年会が行われました。OB諸先輩方、現役主将、副主将、マネージャー総勢35名ほどの会になりました。
現役の1年間の活動報告、OBチームの近況報告、女子サッカー部の近況報告、
OB理事会の取り組みなど、あっという間の2時間となりました。
普段なかなか出来ない、OB同士の交流や現役選手の就職活動相談など、活発にされておりました。
来年こそは1部昇格の祝勝会となるようにまた、1人でも多くのOBの方々にご参加いただきたいと思います。

（４） 　初蹴り　の開催

1月3日初蹴りを開催しました。小学生から大学生、ＯＢ、父兄まで
約１００名が人工芝の第１グランドで楽しく歓声をあげ正月の一日をボール蹴って
過ごしました。

（５） 2019年度大学サッカー部スタッフ

　総監督 Ｓ６０卒 小川　智史
　監督 Ｈ２０卒 大跡　賢介

コーチ Ｈ２３卒 駿河　明
コーチ 國學院大學卒で大跡監督と同期の潮田さん

＊　以上の方を昨年と同じく推薦しました。
皆さんご苦労と思いますが宜しくお願いいたします。

　（6） その他

　　理事会は月に一回のペースで開催しています。活発な意見交換が行われております。
必要に応じて現役幹部を交えて情報交換を行っております。

以上

　　



１）
収入の部

区分 予算額 決算額 差額
1 前年度繰越金 6,363 6,363
2 年会費 1,000,000 480,000 -520,000
3 寄付その他 131,563 131,563

4 利息 1 1
合　計 1,006,363 617,927 -388,436

（A）

区分 予算額 決算額 差額
1 通信費 50,000 50,000
2 文具費（消耗品） 20,000 3,620 16,380
3 イベント費 100,000 100,000
4 慶弔金　 30,000 30,000
5 現役支援 400,000 159,210 240,790
6 ＳＦＣ補助費 30,000 33,252 -3,252
7 監督コーチ費 200,000 273,200 -73,200
8 口座振替事務費用 20,649 -20,649
9 その他雑費 100,000 22,698 77,302

10 予備費 76,363 76,363
　 合　計 1,006,363 512,629 493,734

(B)

金　額
1

2 159,210

73,200
200,000

3 33,252
4 18,198

3,300
320

5 19,785
6 864
7 4,500

512,629

３） 収支差額
A 収入合計 617,927
B 支出合計 512,629

次期繰越金（A-B） 105,298

　成城学園サッカー部OB会の2018年4月1日から2019年3月31日までの、各会計報告書、

及び預金残高につき調査いたしましたところ、いずれも適正でありましたので、ご報告いたします。

第 2 号議案

支出の部

2018年度決算書（2018.4.1～2019.3.31）
（単位：円）

80名

2018年度　OB会会計報告

成城学園サッカー部OB会

会計監事   堀江　 政信

振込手数料
ウェザーニュース手数料（ＯＢ会費クレジットカード決済手数料）
              

2019年　　3月　31日

成城学園サッカー部OB会

　　　　　　会計監査報告書

              その他　　（スタッフジャージ代）

中学朝練景品、サツカー祭景品

朝練景品代

2)　　主たる主出明細

コーチ交通費、スタッフジャージ代

口座振替事務手数料
理事会運営　印鑑購入

現役支援： サプリメント テーピング　他
　　　　　　　大会参加費

理事会運営　名刺作成

　　　　　　　現役納会補助

明　細
通信費：各種案内・連絡ハガキ　
　　　　　　　　　　　　封書郵送費　

理事会運営　補助　（現役との打ち合わせ）　　

　　　　　　　監督・コーチ交通費

口座振替事務手数料、振込手数料

　　　　　　　コーチ合宿費

　　　　　　　　　　　　コピー代

名刺、印鑑代

学生打ち合わせ

備　考

サプリメント等現役支援、スタッフジャージ代



　第３号議案　　　　2019年度　OB会　｢役員1名選任の件｣

退任 Ｈ２２年卒　和田　慶太　（転勤に伴う退任）

2019年度　上記の1名の退任を受け、下記メンバーを新役員として1名推薦致します。
ご審議頂き選任をお願い致します。

新任 Ｈ１４年卒　高橋　達義

なお、役員改選は来年の為、以下、2019年度　理事の方々をご紹介いたします

卒業年次 氏　　　名 役割分担 備考
1 会長 S４９ 町田（伊藤）　俊美 総括

2 副会長 H１２ 瀧藤　久夫 総括

3 理事 Ｓ５３ 箕浦　文夫
4 理事 S５８ 斉藤　博俊 会計

5 理事 S６０ 小川　智史 育成　大学総監督

6 理事 S６１ 下山　英明 総務

7 理事 S６３ 桜井　啓太 総務　ＳＦＣ

8 理事 Ｈ２ 堀江　政信 会計

9 理事 Ｈ５ 川添　伸二 育成

10 理事 Ｈ１１ 都丸　哲弘 総務

11 理事 Ｈ１４ 高橋　達義 新任
12 理事 H１６ 石川　敦己 会計

13 理事 H１７ 大槻　俊也 イベント

14 理事 H２０ 大跡　賢介 育成　イベント　大学監督

15 顧問 Ｓ４３ 福本　啓

以上宜しくお願いいたします。



　　第4号議案　2019年度｢ＯＢ会｣活動計画　　

(１) 2019年度　｢年会費｣　について

　口座振替方式にて52名の方が口座振替をして
頂きました。引き続き、口座振替のお手続きをお願い申し上げます

手続きに関する問い合わせは会計担当理事へお問い合わせください
堀江　政信（H　2卒）　 mhorie1204@gmail.com 
石川　敦己（H16卒）　 atsuki.cobi@gmail.com

　多くの大学のクラブに於いても既に実施されており年会費
の安定した徴収に役立てています。
また、ＯＢ会専用サイトより
昨年度は5名の方にクレジットカードでのお支払いを頂きました。

ご協力のほど宜しくお願い致します。
本年度以降、毎年の引き落とし日は4月末に実行いたします

(２) 現役への支援

　　①各カテゴリーへ練習試合等に必要なボールを含めた備品の拡充。
　　②監督、コーチへの交通費支給
　　③その他

4月28日よりリーグ戦全18試合が開幕します。
5月4日よりＩリーグもスタートします、ぜひ試合に足を運びましょう。

(３) 名簿管理について

昨年より導入した「成城学園サッカー部OBクラブ　メンバー専用サイト　ＮａＣＡＭＡ」を活用して、
OB・OG会メンバーの交流や、情報発信を行い OB会全体の活動を活発化させ、盛り上げて
いきたいと思います。今後はこちらのサイトでご連絡等をさせていただきます。
※別紙登録手順用の資料配布いたします。

(４) サッカー祭の開催

　　　５月６日（祝）開催決定

(５) 現役夏合宿激励集合日（伊勢原グランドもしくは成城第一グラウンド）

　　　日程が決まり次第連絡いたします。

(６) リーグ戦集中応援観戦バスツアー
今年も企画します、ＯＢの親睦や交流を深める目的と
現役のリーグ戦応援を兼ねて、日帰りバスツアーを企画いたします。

後期リーグ戦を予定しております。日程が決まり次第ご案内します。

(７) ＯＢ親睦ゴルフコンペ

初めての企画ですが、ＯＢ同士の親睦を深めるゴルフコンペを開催予定です。
時期については７月上旬を予定しております。別途詳細については
ご報告します。

(８) 忘年会の開催

　年末にＯＢ会忘年会を計画いたします。祝勝会となるよう
期待しましょう。

(9) 正月初蹴り

　2020年１月３日　１０時より初蹴りを予定しております。奮ってご参加下さい。

(10) 社会人チーム「成城フットボールクラブ（通称：成城ＦＣ）」

ＯＶＥＲ　４０のＯＢチームおよびＯＶＥＲ　５０のＯＢチーム
現在世田谷区リーグに所属しております、40歳以上の方であれば
どなたでもご参加いただけます。

(11) 成城フットボールクラブ(Ｓ．Ｆ．Ｃ．)との関係強化

　　各種イベントの協同企画
　　

　　（12） その他

　理事会を月１回開催する。
2026年に成城学園サッカー部100周年を迎えるに当たり、記念事業やパーティを
開催する方向で委員会など立ち上げていく予定としております
自薦他薦は問いませんので是非ご協力のほどよろしくお願いします
(昨年の総会資料にて2022年と明記しておりました訂正してお詫びいたします）

以上



第　５ 号議案

１）2019年度予算案（2019.4.1～2020.3.31）
（単位：円）

収入の部 予算額 支出の部 予算額 備　考
収入（年会費・寄付） 1,000,000 通信費 5,000 ＨＰ更新費用

前年度繰越金 105,298 文具代 20,000 名刺、印鑑代等

慶弔金 30,000
現役支援 250,000 サプリメント等現役支援

監督コーチ費 200,000 監督コーチ交通費

ＳＦＣ補助 30,000 朝練景品代

イベント費 100,000
振込・事務手数料 30,000 口座振替事務手数料、振込手数料

その他雑費 90,000 WNクレジットカード手数料

予備費 350,298
合　計 1,105,298 合　計 1,105,298

2019年度　OB会収支予算計画


