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令和 2年 6月２０日 

日本体育大学サッカー部 

同窓会事務局 



議題 １、令和元年度 事業報告 

 

（本部事務局・各地域・各支部・名蹴会・強化事業委員会） 

令和元年 ６月２２日(土) 令和元年度定例総会開催世田谷キャンパス 

     ７月２０日(土) 第 1回 事務局会議 現役支援の検討 他 

             向笠会長、事務局佐々木、佐藤、東京都支部長山梨   

     ８月１０日(土) 関東地域支部長会議ポートプラザちば 

             向笠会長、事務局佐藤、出席 

     ８月１１日(日) セレクション開催 健志台グランド（約５０名参加） 

     １１月７日(土) 第２回 事務局会議 激励会打合せ・現役支援の検討 他 

             向笠会長、事務局佐々木、佐藤、東京都支部長山梨 

     １２月２９日(日) 第９６回 全国高校サッカー選手権大会出場校激励会開催 

＜出場校出席者＞ 

     北海高等学校監督：島谷制勝氏、日本大学藤沢高等学校監督：佐藤輝勝氏、丸岡高等学校監督：

小阪康弘氏、松本国際高等学校監督：勝沢勝氏、愛知工業大学名電高等学校総監督：板倉進氏、

京都橘高等学校監督：米澤一成氏、立正大学淞南高等学校監督：南健司氏、今治東中等教育学校

総監督：谷謙吾氏、矢板中央高等学校コーチ：金子文三氏(欠席)、前橋育英高等学校コーチ：白

石 敦氏(欠席) 

＜出席者＞ 

     同窓会会長：向笠実氏、日体大サッカー部部長兼男子監督：矢野晴之介氏、同窓会顧問：横森巧

氏、同窓会監事：川崎孝恵氏、丸岡高等学校前監督：小阪清吉氏、全国高体連サッカー専門部部

長：滝本寛氏、日体大サッカー部女子コーチ：中西浩二氏、同男子コーチ：萩原直人氏、強化事

業委員会：砂金伸氏、群馬県支部長：田中則久、群馬県支部事務局：吉沢仁、神奈川県支部長：

金子博暢氏、東京都支部長：山梨光弘氏、東京都支部事務局：林崎将義氏、東京都支部：辻俊次

郎氏、成川洋史氏、新妻慎一郎、中村圭介氏、小澤寛樹氏、同窓会事務局：佐々木雅規氏、佐藤

勝 

令和２年１月１８日(土) 東北地域支部長会議郡山市 向笠会長、事務局佐藤、出席 

    ３月２日(月) 第３回 事務局会議 定例総会、斉藤先生を偲ぶ会等打合せ 等 

           向笠会長、事務局佐々木、佐藤、東京都支部長山梨 

  第９３回 関東大学サッカーリーグ戦 応援日 

・集中応援：１０月１２日(土) 対 拓殖大学  ＊荒天の為、中止  

・１０月１４日(月) 対 拓殖大学 ０－０  

・１１月１６日(土) 対 国士舘大学 ４－２ 

  第３３回 関東大学女子サッカーリーグ戦 応援日 

・台風及び悪天のため、予定していた試合の応援ができませんでした。 

－１－ 



議題 ２、令和元年度 会計報告 

 

収入の部 

細目 令和元年度予算 令和元年度決算 備考 

前年度繰越金 ２９９,６２４ ２９９,６２４  

会費 ５００,０００ ３３９,０００  

利息    

寄付金    

合計 ７９９,６２４ ６３８,６２４  

 

支出の部 

細目 令和元年度予算 令和元年度決算 備考 

総会交通費 ２００,０００ １２４,５００ 出席役員交通費補助 

総会会議費 ２０,０００ １４,０７９ 手伝い学生交通費 他 

事務局運営費 １００,０００ ４５,７４６ 会議費,地域支部長会議旅費, 他 

通信費 ３０,０００ １,７０４ 総会,激励会案内  

現役活動支援費 ３００,０００ ０ 次年度への積立 

強化事業委員会費 １０,０００ １０,０００ セレクション経費 他 

慶弔費 ２０,０００ ３５,３６８ 斉藤先生お香典、小嶺元女子監督弔電 

予備費 １０９,６２４ ４２,２４３ 総会懇親会補助,激励会記念品代 

同窓会HP運営費 １０,０００ １０,０００ HP運営 

合計 ７９９,６２４ ２８３,６４０  

 

収入金 支出金 差引残額 備考 

６３８,６２４ ２８３,６４０ ３５４,９８４  

 

差引残額は令和２年度に繰り越します。 

 

令和２年６月２０日             事務局  佐藤 勝  ○印  

                      会計   佐々木 將規  ○印  
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議題 ３、令和元年度 事業・会計監査報告 

 

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、事業・会計 

ともに適正であることを認めます。 

 

令和２年６月２０日   

 

監事 坂口 愼一   ○印  

   八木 実    ○印  

   川崎 孝恵   ○印  

 

＊坂口監事、八木監事、川崎監事に監査をしていただき、適正であるという承認をいただい

ております。 

 

議題 ４、令和２年度 事業計画（案） 

 

① 令和３年度 日本体育大学サッカー部同窓会定例総会開催について 

日時：令和３年６月１９日(土)or２６日(土)開催予定 

  12:30より全国役員会・代議員会 14:30より定例総会 

会場：日本体育大学 世田谷キャンパス 

② 令和３年度・４年度 役員選任について 

地域副会長・代議委員・支部長・名蹴会・強化事業委員会が対象になります。 

③ 大学リーグ戦(男・女)応援日について 

④ 男・女高校サッカー選手権大会出場校の激励会開催について 

⑤ 現役選手への支援について 

⑥ 強化事業委員会活動について 

⑦ ４年生対象の同窓会活動・同窓会入会説明会と卒業生名簿の作成 

 

  ＊斉藤照夫先生を偲ぶ会開催について 

    令和３年度 同窓会定例総会の日程に合わせて世田谷キャンパスにて 

    16:00より開催予定でいます。確定次第お知らせを致します。 

 

  ＊新型コロナウイルスの影響を踏まえて、臨機応変に関係各位と相談のうえ事業を遂

行いたします。 
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議題 ５、令和２年度 会計予算（案） 

 

収入の部 

細目 令和２年度予算 備考 

前年度繰越金 ３５４,９８４  

会費 ５００,０００  

雑収入   

寄付金   

合計 ８５４,９８４  

 

支出の部 

細目 令和２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 ３０,０００  

現役活動支援費 ４００,０００  

強化事業委員会費 １０,０００  

慶弔費 ２０,０００  

予備費 ７４,９８４  

同窓会 HP運営費 １０,０００  

合計 ８５４,９８４  

 

 

会費納入についてのお願い 

会費は令和２年１２月末日までに下記口座へ納入して下さい。 

＜会費納入口座＞ 

みずほ銀行 相模原支店 普通３００８８４７ 

口座名 日本体育大学サッカー部 同窓会 事務局 

＊納入の際は、必ず、都道府県支部名で振り込んで下さい。 
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議題 ６、その他 

 

① 現役活動支援金について 

⇒今年度の現役活動支援金は繰越金とし、現役スタッフと相談のうえ令和２年度

以降、有意義な支援につながるように考えていく。 

② 支部を通さなくとも寄付金というかたちで受け付ける項目をつくれないか(同様に

地域より同期の方が集まりやすいので現役支援のみに活かせる項目を作れないか) 

⇒非常に大きな問題なので今後、同窓会懸案事項として検討していく。 

③ 同窓会ホームページの活用について 

⇒２０１６年より「日本体育大学学友会サッカー部ホームページ」内に【同窓会の

ページ】を開設しました。 

    ・同窓会ホームページへは【日本体育大学学友会サッカー部】で検索し、同窓会バ

ナーをクリックしてください。 

    ・同窓会ホームページへ寄稿される際は、次のメールアドレスにお願いいたします。 

       nittaidai.soccer.dousoukai@gmail.com 

         ＊会員相互の情報交換、親睦を深めるためにも有効活用をしていただきたいと思

います。ご協力をお願いします。 

 

以上、議題１～６までをご精査していただき、同封のはがきにて決議をお願い

いたします。（７月１０日必着で決議をお願いいたします。） 

 

＊書中総会の結果報告については、８月１日までに日本体育大学学友会サッカ

ー部ホームページ内の同窓会ページに掲載いたしますのでご確認をお願いいた

します。 

 

ご協力ありがとうございました。新型コロナウイルスが完全に終息し、早く日常が戻るこ

とを願っています。スポーツのない生活は考えられません。 

事務局 

           問合せ先 

日本体育大学サッカー部同窓会事務局 

佐藤 勝 

住所：神奈川県相模原市中央区中央６－９－９ 

携帯：０９０－３０８７－９ 

メールアドレス：jimmy1118mama@docomo.ne.jp 
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