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令和４年６月２５日 

日本体育大学学友会サッカー部 

同窓会 事務局 



日本体育大学学友会サッカー部同窓会 会員の皆様 

日本体育大学学友会サッカー部同窓会                

会長 向笠 実 

 

前略 

 同窓会の皆様におかれましては、益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。日頃より同

窓会の活動に、ご支援ご協力を賜り心より感謝申し上げます。 

 新型コロナの影響で世の中の景色が一変し、未だにコロナの収束に至らず、厳しい現実

の中で、コロナワクチンの接種人数の増加に伴い、少しずつではありますが、感染者数も

減少傾向にあり、社会も良い方向に動き始めておりますが、新たに、ロシアのウクライナ

侵略により、世界的な脅威となりうる危険性を含んでいる現在、日本も対岸の火事では済

まされない。北朝鮮によるミサイル発射など、大変な事態にならなければと不安を抱く人々

もいるかと、我が国でも、防衛費の倍増など叫ばれております。とにかく早く終息を願う

ばかりです。 

 さて、同窓会総会の時期になりましたが、各地域の皆様も会議等の活動も充分に行われ

ていないなど、苦慮されている状況も伺っております。また、会場を予定しております。 

 日本体育大学もコロナの影響で外部者への開放は難しく、未だに、大学サッカーの試合

も無観客など規制が厳しく、応援も難しい状況がいまだに続いております。そんな事情の

中では、同窓会を開催は困難で判断をすることにいたしました。つきましては、文書での

同窓会総会とさせて頂きたく、ご報告申し上げます。 

 各地域の同窓会の役員の方々には、ご苦労をおかけしますが、宜しくお願いいたします。 

 また、多くの皆様が懸念されておられる。斉藤先生を偲ぶ会ですが、諸事情を考えまし

て、時機を再検討させて頂きたくお願い申し上げます。 

 最後になりましたが、同窓会員の皆様、日頃よりご支援、ご協力を感謝申し上げますと

ともに、コロナ禍の中、ご自愛くださいますように、心から念じております。 

草々 
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議題 １、令和３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） 

 

コロナ禍において、日常が戻らない中、多くの制限はありましたが、東京オリンピック

が無事に開催され、選手達の活躍により、多くの感動を与えてくれました。スポーツ界で

も無観客ではありましたが、各種目において大会が開催され活気が戻りつつあります。 

同窓会活動においては、事業計画にある、大学リーグ(男・女)の応援、現役選手への支援、

各地域、各支部、名蹴会、強化事業委員会等の活動も多くの制限があり、残念ながら、ほ

とんど実施されませんでした。 

 

令和３年度 ・６月１９日(土)に予定されていた令和３年度定例総会は中止とし、書中総会

にて役員の皆様に書面にて議事の決議をしていただきました。 

      ・第１００回全国高校サッカー選手権大会激励会 

       激励会は残念ながら中止とし、出場校の同窓生に記念品を贈呈いたしまし

た。 

       ＜出場校＞ 

      ・北海高校(島谷監督)・前橋育英高校(白石コーチ)・矢板中央高校(金子コーチ) 

      ・関東第一高校(江口総監督)・山梨学院高校(横森総監督)・丸岡高校(小阪監督) 

      ・今治東中等教育学校(谷監督)・東福岡高校(志波総監督) 

 

第９５回 関東大学サッカーリーグ戦 応援 

      ・ほとんどが無観客試合のため会場での応援はできませんでしたが、最終戦

の産能大学戦は日体大会場で応援する事ができました。 

 

第３５回 関東大学女子サッカーリーグ戦 応援 

      ・無観客試合のため、会場での応援はできませんでした。 

 

事務局会議 ・リモート(メール・TEL)により４回開催 

       定例総会開催について、学生支援、リーグ戦応援、全国高校サッカー選手

権大会激励会・懇親会について 他 
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議題 ２、令和３年度 会計報告 

 

収入の部 

細目 令和３年度予算 令和３年度決算 備考 

前年度繰越金 ４４２,６９８ ４４２,６９８  

会費 ５００,０００ ２５５,０００  

利息  ４  

寄付金  ３,０００  

合計 ９４２,６９８ ７００,７０２  

 

支出の部 

細目 令和３年度予算 令和３年度決算 備考 

総会交通費 ２００,０００ ０  

総会会議費 ２０,０００ ０  

事務局運営費 １００,０００ ０  

通信費 ３０,０００ １２,８６３ 定例総会 

現役活動支援費 ４００,０００ ８,０００ リーグ戦(差入れ) 

強化事業委員会費 ２０,０００ ０ 令和２年度分を含む 

慶弔費 ２０,０００ ０  

同総会 HP 運営費 ２０,０００ ２０,２２０ 令和２年度分を含む 

予備費 １３２,６９８ ３７,０４０ 激励会記念品・送料 

合計 ９４２,６９８ ７８,１２３  

 

収入金額 支出金額 差引残額 備考 

７００,７０２ ７８,１２３ ６２２,５７９  

 

差引残額は令和４年度に繰り越します 

 

令和４年６月２５日          事務局  佐藤 勝    ○印  

 

                   会計   佐々木 雅規  ○印  
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議題 ３、令和３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４年６月２５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、川崎監事に事前に監査していただき、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４年度 事業計画（案） 

 

① 令和５年度 日本体育大学学友会サッカー部同窓会定例総会開催について 

日時：令和５年６月１７日(土)or２４日(土)開催予定 

  12:30 より全国役員会・代議委員会 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 大学リーグ戦(男・女)応援日について 

後期も無観客試合の可能性があり、会場での応援はできないと思いますが、男子は関東

大学サッカー連盟オフィシャルサイトの試合映像 Live 配信、女子は関東女子サッカー

連盟のオフィシャルサイトで観戦できますので、応援のほど宜しくお願いいたします。 

＊第９６回 関東大学サッカーリーグ戦 前期終了 ５位 

１位：中央(勝ち点１９ ＋８)、２位：産能(勝ち点１９ ＋６)、３位：東海(勝ち点１８ ＋７) 

４位：慶応(勝ち点１８ ＋６)、５位：日体(勝ち点１８ ＋３)、 得失点差により５位 

＊第３６回 関東大学女子サッカーリーグ戦 開催中 

③ 全国高校サッカー選手権大会(男女)出場校の激励会について 

④ 現役選手への支援ついて 

⑤ 強化事業委員会の活動について 

⑥ 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 

＊日常が戻りつつありますが、まだまだ制限も多くあります。状況を踏まえて、関係各位

と相談のうえ事業の遂行を行いたいと思います。 

＊各地域・各支部の同窓会活動の再構築をお願いいたします。 
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議題 ５、令和４年度 会計予算（案） 

 

収入の部 

   

細目 令和４年度予算 備考 

前年度繰越金 ６２２,５７９  

会費 ５００,０００  

雑収入   

寄付金   

合計 １,１２２,５７９  

 

支出の部 

 

細目 令和４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 ３０,０００ 令和２・３年度分を含む 

慶弔費 ２０,０００  

同窓会 HP 運営費 １０,０００  

予備費 ３１２,５７９  

合計 １,１２２,５７９  

 

 

会費納入についてのお願い 

会費は令和４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 現役活動支援費について 

今年度の現役活動支援費は繰越金とし、現役スタッフと相談のうえ令和４年度以降、有

意義な支援につながるように考えていく。 

② 斉藤照夫先生を偲ぶ会について 

多くの同窓生より、開催についての問合せが有り、ご心配をお掛けしていますが、コロ

ナ感染の状況をふまえ、開催に向けて準備を進めますので、ご理解のほど、よろしくお

願いいたします。 

＜訃報のお知らせ＞ 

・大分県支部の参与、三浦敏生様(昭和３６年卒)が令和２年９月４日にご逝去されま

した。 

  ・福島県支部の東北地域代議委員、岩部一道様(昭和５２年卒)が令和３年９月２日に、

ご逝去されました。 

  謹んでご冥福をお祈りいたします。 

＊ 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までをご審議していただき、事前にお届けしてある、はがきにて決議

をお願いいたします。（７月２０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きましては、８月１０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。 

同窓会 事務局 

     ＜問合せ先＞  

        日本体育大学学友会サッカー部同窓会 事務局 佐藤 勝 

        住所：〒252-0239 相模原市中央区中央６－９－９ 

        携帯：０９０－３０８７－９２５６ 

        メールアドレス：jimmy1118mama0507@yahoo.co.jp 
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