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日本体育大学サッカー部同窓会 平成３０年度定例総会報告 

 

日本体育大学サッカー部同窓会 会員の皆様（ご報告） 

 

暑さが一段と厳しくなりましたが、会員の皆様におかれましては、ますますご健勝でお過

ごしのことと存じ上げます。 

日頃は日体大サッカー部同窓会活動にご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

昨季の現役チームは、男子が残念ながら２部に降格してしまいました。 

女子は、なでしこリーグ 1 部に昇格しましたが、イン・カレと関東大学女子リーグにおい

て優勝を逃してしまい、男女共に残念な結果で終わりました。 

また、昨年末に退任された鈴木政一部長・男子監督の後任として矢野晴之介氏（昨年度ま

で女子監督）が部長・男子監督として就任し、女子監督には小嶺栄二氏を迎えて新体制によ

る活動を開始しております。 

新スタッフ・選手一丸となって昨年度の雪辱を果たすべく精力的に取り組んでいますの

で、後期の更なる活躍を期待して応援をしていきたいと思います。 

さて、去る６月 23 日（土）日本体育大学世田谷キャンパスにおいて「日本体育大学サッ

カー部同窓会、平成 30 年度定例総会」を開催いたしました。 

全国より役員及び会員の皆様の出席を賜り、有意義な議論ができましたことを深く感謝

申し上げます。 

総会の席上、会員相互の連絡先の整備として、携帯電話番号、メールアドレス等を確認し

ていただくことをお願いしました。特に都道府県支部長さんには大変な労力と時間が必要

な作業になりますが、文書による連絡は限界にきており、情報の伝達が途絶えがちになって

いる支部が多くなっています。 

迅速な情報の伝達にはメールアドレスの確認と整備が急務と考えておりますので、是非

ともご協力をお願いいたします。 

終わりになりますが、同窓会会員皆々様の益々のご活躍を祈念しつつ、下記の通り総会の

報告をいたします。 

 

サッカー部同窓会   会長    芦原正紀 

事務局   吉本昇 

            同     川崎孝恵 



       

               記 

  

日本体育大学サッカー部同窓会 平成３０年度定例総会報告書 

 

日時 ：平成３０年６月２３日（土）12：30～17：00 

会場 ：日本体育大学世田谷キャンパス 

出席者：総会出席者 27 名、委任状出席者 36 名、 

河守強・参与・大阪・５４、 高橋靖彦・参与・静岡・５５、 阪口慎一・監査・

三重・４５、 岩部一道・代議員・福島・５２、 坂井正樹・副会長・新潟・５

２、  小澤竜彦・副会長・静岡・６２、 半田 篤・代議員・支部長・兵庫・

５７、 馬場明久・副会長・大阪・５６、 桒原薫・代議員・山口・５８、 坂

本昌二・副会長・高知・５６、 園田裕之・副会長・福岡・５５、 田中利一・

副会長・強化事業部・神奈川・５５、 鎌田路代・副会長・名蹴会・H4、 白

岩淳一・支部長・茨城・５９、 藤田巧・支部事務局・茨城・H16、 藤田美好・

支部長・栃木・６１、 小林 真・支部事務局・栃木・H12、  小林幸次・支

部長・山梨・４７、 有田公晴・支部長・千葉・６２、 田中章太郎・支部事務

局・千葉・H18、 金子博暢・支部長・神奈川・H3, 安藤こずえ・名蹴会・H4、 

芦原正紀・会長・神奈川・４３、 吉本昇・本部事務局長・神奈川・４８、 川

崎孝恵・本部事務局・名蹴会・H3、 矢野晴之介・サッカー部部長兼男子監督・

東京・H9、 石井晃樹・研究室助手・東京・H26、 

                    氏名（敬称略）、役職、支部、卒業年の順 

 

⋆ 会長挨拶に続き、部長兼男子監督の矢野晴之介氏より次の趣旨の挨拶があった。 

男女共に、遠征先では現地同窓会の方々による暖かいご支援ご声援を受け、深く

感謝申し上げます。皆様方の期待に応えられるよう励んで参ります。 

現在、男子は 2 部リーグで 3 位。女子はなでしこリーグ 1 部ですが苦戦を強い

られています。 

男子部員数は A～E の 6 チームで 350 名、女子部員は 80 名（下部組織を含め

150 名）、総勢 430 名で活動中です。 

また、健志台グラウンドの人工芝も 10 年目となり、8 月～9 月にかけて張り替

え作業を行いますが、その間は近隣の学校や施設などを借りて活動予定です。 

今後ともよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 



       

⋆ 議事進行に先立ち議長には会長を指名 

 

議 題  

１、平成 29 年度 事業報告（本部事務局、地域、支部、名蹴会、強化事業委員会） 

   ２、平成 29 年度 会計報告 

   ３、平成 29 年度 監査報告 

   ４、平成 30 年度 事業計画（案） 

   ５、平成 30 年度 会計予算（案） 

   ６、その他 1）、同窓会懸案事項  2）、次年度総会の日程） 

    

以上、議題１～６までについて討議され、承認されました。 

（議事詳細につきましては、以下の総会資料をご覧ください） 

 

総会資料 

１、 平成 29年度  事業報告           

  本部事務局 

 H29/6/24 「サッカー部同窓会平成 29年度定例総会」を開催した。 

世田谷キャンパス 記事は同窓会 HPに掲載  

7/2   4年生対象の卒業生名簿作成と同窓会活動説明会開催を鈴木部長に依頼。 

健志台キャンパス 

12/5  部長兼男子監督の鈴木政一氏退任に伴い今後の対応等について、鈴木氏よ

り説明を受けた。                健志台キャンパス 

12/29  第 96回全国高校サッカー選手権大会出場校関係者激励会 

（つきじ植村山王茶屋） 記事は同窓会 HPに掲載 

H30/4/4   今季の新スタッフと顔合わせ。          健志台キャンパス 

関東大学リーグ応援日 4/15, 5/21, 5/28, 10/14, 11/4, 11/18, 

事務局会議 H29/5/19, H30/4/21, 6/11, 

 

地域・支部・名蹴会・強化事業部 

関東支部長会議を 8月 11日（金）前橋市で開催した。 

  東北支部長会議を H30/１/13開催した。 

名蹴会総会を H29/１０/28(土)開催し、会長に鎌田路代氏を選任した。  

健志台キャンパス                                    

強化事業部 ： ２０１８新人セレクションを実施した。 

7/24二種高体連、8/2二種クラブ連盟、  健志台キャンパス 

 



       

２、平成29年度  会計報告 

平成29年4月1日より平成30年3月31日まで 

収入の部 

細目 平成29年度予算  平成29年度決算 備考 

前年度繰越金 87,351 87,351  

会費 600,000 354,000  

総会懇親会費  70,000  

寄付金    

合計 687,351 511,351  

    

支出の部    

細目 平成29年予算 平成29年度決算 備考 

総会交通費 200,000  147,800   

総会会議費 20,000  14,733  学生手伝い代5000×2、 

飲物代等 

総会懇親会費  53,471   

事務局運営費 100,000  49,385   

通信費 40,000  21,340   

現役活動支援費 100,000  0   

強化事業委員会費 10,000  10,000   

慶弔費 20,000  0   

予備費 187,351  114,092   

同窓会HP費 10,000  10,000   

合計 687,351 420,821  

    

収入金 支出金 差引残額 備考 

511,351  420,821  90,530   

    

差引残額は平成30年度に繰り越します。   

 

平成30年6月23日 

 事務局 吉本 昇     印 

  

 会計  川崎 孝恵         印 

    



       

 ３、平成29年度  監査報告

    

     

 監査の結果、現金・帳簿・出納帳の処理も適格公正に行われていますので、適正であるこ

とを認めます。 

    

  

 平成30年6月23日

     

  監事 阪口 慎一 印 

   八木 実 印

   佐藤 勝 印

  

     

  

   

4、平成３０年度事業計画について        

 ① 次年度定例総会開催について 6月第 3土曜日または第 4土曜日を予定   

（日体大世田谷キャンパス） 

② 平成 31・32年度役員改選について 

地域副会長、代議員、強化事業委員会、名蹴会、都道府県支部、は新役員の名簿 

を平成 31年 3月中に本部事務局に提出 

③ 関東大学リーグ（男女）集中応援日について  日程を調整中。 

  ④ 男女高校サッカー選手権大会出場校激励会・懇親会の開催 

⑤ 強化事業委員会支援について 

2019新人セレクションの実施（資料配布、 同窓会 HPにも掲載） 

    7/29(日) 高体連所属選手・クラブ連盟所属選手とも同日に実施する。 

⑥ 4年生対象の同窓会活動説明会開催と、卒業生名簿の作成を部長に依頼する。 

 

 

三重県の坂口慎一氏より、高校総体参加校関係者の歓迎会（懇親会）を８月６日に

予定している。（案内文配布） 

女子については開催県の静岡の担当者と相談して決定する。 

 

 

 



       

５、平成３０年度 会計予算 

 

平成３０年度 予算（案） 

平成３０年 4 月 1 日より平成３１年 3 月 31 日まで 

 

 収入の部 平成29年度予算 備考  

 前年度繰越金 90,530   

 会費 600,000   

 雑収入 0 利息  

 寄付金    

 合計 690,530 

 

  

     

 支出の部 平成３０年度予算 備考  

 総会交通費 200,000    

 総会会議費 20,000    

 事務局運営費 100,000    

 通信費 40,000    

 現役活動支援費 100,000    

 強化事業委員会費 10,000    

 慶弔費 20,000    

 予備費 190,530    

 同窓会HP運営費 10,000    

 合計 690,530   

   

     

    

＜会費納入口座＞    

     

横浜銀行 藤棚支店 普通預金  6070497  

   日本体育大学サッカー部 同窓会 事務局  会計 川崎孝恵  

  

     

※平成30年8月31日までに下記口座に納入をお願い致します。 

 



       

 ６、その他 

 

1)、同窓会懸案事項 

① 同窓会 HPの活用について 

今年度の総会報告書も、同窓会 HPに掲載しますので広く周知して欲しい。 

② 年会費納入状況について 

H29年度の会費納入状況は芳しくありません。 

現役選手への支援もできていない状況ですので、各支部長に会費納入を強く働き

かけて貰いたい。 

支部全体の集金が難しい場合は個人での納入も可能です。 

  ③ 会員への迅速な情報の伝達を徹底するために、会員個人のメールアドレスの確認

と整備を行い「同窓会活動の見える化」をはかる。 

現状では、文書による情報の伝達は極めて難しい状況にあります。 

迅速に、簡単に、連絡を取り合うためにもメールアドレスの確認と整備をお願い

します。特に都道府県支部長さんには、大変な労力と時間が必要になると思いま

すが、今後の同窓会活動を円滑に進めるためにも、ご協力をお願いします。 

 

２）、次年度総会の日程  

    平成３１年 6月の３週または４週の土曜日に計画。 

     会場：日本体育大学世田谷キャンパス予定 

以上 

 

【総会及び役員会・代議員会で以下のような質疑応答がありました】 

 

※ 鈴木政一前部長・男子監督の退任理由について 

・ 本人の意思によるものであり、更に厳しい環境のなかに、自身を置いてみたい気持

ちがあったのではないかと推察される。 

※ 鈴木氏の同窓会における役職等の変更はあるか？ 

・ 次年度の役員改選時期までに検討する。 

※ 予備費の、全国高校サッカー選手権大会出場校関係者激励会における記念品の額が多い

のではないか。その分を現役支援に使ったらどうか？ 

・ 会則に、会員相互の親睦並びに交流を図るとあり、同窓の活躍に対して記念品を贈

るのは良いのではないか。 

※ 既に地域または支部で実施しているので、慶弔費の計上は必要ないのではないか？ 

・ 会員全てに適用されるわけではなく、本部事業に携わった方々が対象になる。 

規約にはないが、総会で承認されて事務局の申し送り事項になっている。 



       

※ 参与という立場での、役員会・代議員会への出席の必要性はあるか、経費削減の意味       

からも検討して欲しい。 

・ 本部事務局で検討します。 

※ HPに掲載する記事を各地域・支部等の持ち回りにしたらどうか？ 

・良いアイディアなので実現していきたい。 

・新しいページがアップされた際、何らかの通知が届くように出来ないかとの意見があり、

HP担当者に検討して貰うこととした。 

※ 今年度は会計監査を事前に行った。監事（坂口慎一氏、八木実氏、佐藤勝氏）３名に必

要書類一式を送り、余裕をもって監査していただいた。次年度も同様にしたい。 


