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◆ 中学グループの主な活動

◆ 高校グループの主な活動

◆ OG グループの主な活動

 学校主催の中学オンライン入部説明会にて1年生保護者への後援会説明( 4月）

 中学後援会主催で1年生保護者とのオンライン懇親会（1月）

 後援会定期総会への参加と補助

 全体役員会参加（オンラインおよび対面）（年数回）

 女子ユース（U-15）サッカー選手権関東大会で補食提供

 女子ユース（U-18）サッカー選手権関東大会で補食提供

 女子ユース（U-15）フットサルの関東大会および全国大会で補食提供と応援

 その他大会（東京都女子 U-15 リーグ等含む）支援

 全国大会に応援に来てくださった先生方へのお礼

 全国大会応援ポスターおよび優勝祝のポスター制作

（校内掲示、巣鴨商店街に掲示のお願い、部員への配布）

 ホームページにスケジュールや試合結果の掲載

 後援会説明会（オンライン 4/10）実施

 定期総会（オンライン 5/8）企画運営

 応援グッズ販売／集金窓口、T シャツ及びタオル在庫管理

 ホームページの試合結果・戦績アップ、問い合わせ対応

 全体役員会の招集及び参加（6/13、9/5、12/19、2/6、3/6）計5回

 関東大会・全国大会支援（インターハイ・高校選手権）

 全国大会千羽鶴作成（インターハイ）

 応援ポスターの作成（校内掲示・巣鴨駅掲示板・巣鴨商店街に掲示のお願い）

 全国大会支援の先生方送迎・OG へのお礼状作成及び送付

 区民会館利用管理

 戦績まとめ

※今年度も新型コロナ感染拡大のため、原則無観客試合、新人戦中止

令和３年度 各グループ活動報告 

 後援会役員会への参加

 全国大会寄付のお願いのはがき送付およびメール送信（夏、冬）

 令和3年度後援会定期総会の準備

（OGへの総会案内往復はがき送付、出欠確認、委任状回収）

 OG会員名簿の管理

※OGサッカー大会は新型コロナ感染拡大のため中止
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１．収入の部 251000円

項   目 金 額

中学グループ活動費 150,000   

本会計より補助金 50,000   

寄付金 51,000   

合   計 251,000   

２．支出の部 167621円

項   目 金 額

関東大会（U-18）(U-15) 30,746   

フットサル(関東・全国大会）諸費用 111,855   

審判協力費 24,500   

通信費 520   

合   計 167,621   

３．残金

  (収入の部 − 支出の部） 83379円

残金83379円は全体会計に返金いたしました。

上記のとおり報告いたします。

2022年3月31日
  十文字中学高等学校サッカー部後援会

 中学グループ会計    貴島章子  上川路夕季  

ヴィダーinゼリー

ヴィダーinゼリー、ポスター印刷代、他

＠500×49回

決算資料発送費

摘   要

令和３年度 十文字中学高等学校サッカー部 中学グループ 決算報告書 
（2021年4月1日～2022年3月31日）

摘   要
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１． 収⼊の部 220,000 円

項    ⽬ ⾦  額 摘 要
⾼校グループ活動費 150,000
本会計より補助 50,000 全国⼤会（インターハイ）
OGより寄付⾦ 20,000 全国⼤会（インターハイ）

合    計 220,000

２． ⽀出の部 163,722 円

項    ⽬ ⾦  額 摘 要
前年度選⼿権関東⼤会捕⾷代⽀払不⾜分 2,134 inゼリー
インターハイ関東⼤会補⾷代 47,174 inゼリー
インターハイ全国⼤会補⾷代 27,760 オレンジジュース、カステラ

インターハイ全国⼤会運営費 24,976 お礼のお菓⼦、ポスター印刷代、ポスター作成の謝
礼代、千⽻鶴制作代、お礼状⽤葉書代

選⼿権関東⼤会補⾷代 53,152 inゼリー、オレンジジュース、カステラ
選⼿権関東⼤会運営費 756 お礼状⽤葉書代
審判協⼒費 7,000 14回×＠500円
⽀払い⼿数料 770 振込⼿数料2回

合    計 163,722

３．差引残⾼ 56,278 円 

    残⾦ 56,278 円全体会計に返⾦致します。

    上記のとおり報告致します。

  ⾼校ｸﾞﾙｰﾌﾟ会計  浅香雅子　山口晴代
 ⼗⽂字中学⾼等学校サッカー部後援会

令和３年度 ⼗⽂字⾼校サッカー部⾼校グループ決算報告書
（2021年4⽉1⽇〜2022年3⽉31⽇現在）

    2022年 3⽉31⽇
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令和３年度 
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十文字中学高等学校サッカー部後援会 新旧役員名簿（令和４年度）
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 新入生保護者へ後援会について説明（4/8（金）に済）

 後援会定期総会 運営補助（本日 4/23（土））

 全体役員会参加（年数回）

 中学グループ役員会開催

 全日本 U-15 女子サッカー選手権大会 支援

 全日本 U-18 女子サッカー選手権大会 JOC ジュニアオリンピックカップ 支援

 全日本 U-15 女子フットサル選手権大会 支援

 その他（U-15 女子サッカーリーグ関東、東京女子サッカーリーグ U-15 大会、

ガールズ大会、遠征等）支援

 全国大会支援の先生方等へのお礼状の作成

 ホームページへのスケジュール、試合結果等の掲載

 定期総会の企画・運営

 応援グッズの販売、在庫管理

 ホームページへのスケジュール、試合結果等の掲載

 ホームページ各項目更新

 後援会役員会の招集及び参加（年４回）

 高校グループ役員会開催

 関東大会、全国大会支援（インターハイ、高校選手権）

 各種大会支援

（関東リーグ、東京都U-18リーグ、東京都一般１部、関東Liga Student、皇后杯等）

 定期総会、懇親会参加

 全体役員会への参加

 令和４年度後援会総会のお知らせ、出欠確認及び委任状の回収

 全国大会寄付金募集の記事の掲載（ホームページ）

 OG フットサル大会及び懇親会開催

令和４年度 各グループ活動計画案 

◆ 中学グループの主な計画

◆ 高校グループの主な計画

◆ OG グループの主な計画
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収　　入

内　　　容 2022年度計画 2021年度決算 比　　較

 前年度繰越金  行事準備金含 2,585,493 2,060,118

 入会金 @ 2,000円×18世帯 36,000 52,000 △ 16000

 年会費 @ 3,000円×334世帯 1,002,000 882,000 120000

 Tｼｬﾂ2,300円、ﾀｵﾙ1,200円 63,000 147,100 △ 84100

 預金利息 21 21

 その他  OG全国大会寄付・為替調整 74,102

 本会計への 返金 197,515

3,686,514 3,412,856

支　　出

　内　　　容 2022年度計画 2021年度決算 比　　較

 活動費  OG8万円・高校18万円・中学18万円、活動予備費20万円 640,000 480,000 160,000

 総会費  総会実施に伴う経費（資料作成、発送費等） 60,000 15,302 44,698

 会議費  役員会等開催費(資料作成、会場費等)ウェブ会議システム費 40,000 1,800 38,200

 通信費  後援会運営に関する通信費 10,000 2,316 7,684

 事務費  後援会運営に関する事務費 15,000 4,896 10,104

　支払手数料  会費振替事務手数料 85,000 76,450 8,550

 予備費  HP（登録・メンテナンス料）、広告費等 85,000 56,609 28,391

 応援グッズ製作費 タオル・Ｔシャツ製作 100,000 88,990 11,010

 記念行事費周年行事費  30周年記念行事費 30,000 30,000 0

 行事準備金  記念行事及び全国優勝時等の費用 300,000 0 300,000

 その他  OG寄付金　中学高校会計へ 71,000

 次年度繰越金  次年度以降の活動資金として繰越 2,321,514 2,585,493

3,686,514 3,412,856

十文字中学高等学校サッカー部後援会

合　  計

項  目

合　  計

令和４年度 予算計画案　（改定前）

項  目

　応援グッズ売上

OG会計活動費 57,858円、中学会計活動費 83,379円
高校会計活動費 56,278円
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収　　入

内　　　容 2022年度計画 2021年度決算 比　　較

 前年度繰越金  行事準備金含 2,585,493 2,060,118

 入会金 @ 2,000円×18世帯 36,000 52,000 △ 16000

 年会費 @4,000円×117世帯 468,000 882,000 △ 414000

 永久会費 @10,000円×25世帯

@7,000円×27世帯　@4,000円×21世帯 523,000 0 523000

 Tｼｬﾂ2,300円、ﾀｵﾙ1,200円 63,000 147,100 △ 84100

 預金利息 21 21

 その他  OG全国大会寄付・為替調整 74,102

 本会計への 返金 197,515

3,675,514 3,412,856

支　　出

　内　　　容 2022年度計画 2021年度決算 比　　較

 活動費  OG8万円・高校18万円・中学18万円、活動予備費20万円 640,000 480,000 160,000

 総会費  総会実施に伴う経費（資料作成、発送費等） 60,000 15,302 44,698

 会議費  役員会等開催費(資料作成、会場費等)ウェブ会議システム費 40,000 1,800 38,200

 通信費  後援会運営に関する通信費 10,000 2,316 7,684

 事務費  後援会運営に関する事務費 15,000 4,896 10,104

　支払手数料  会費振替事務手数料 85,000 76,450 8,550

 予備費  HP（登録・メンテナンス料）、広告費等 85,000 56,609 28,391

 応援グッズ製作費 タオル・Ｔシャツ製作 100,000 88,990 11,010

 記念行事費周年行事費  30周年記念行事費 30,000 30,000 0

 行事準備金  記念行事及び全国優勝時等の費用 300,000 0 300,000

 その他  OG寄付金　中学高校会計へ 71,000

 次年度繰越金  次年度以降の活動資金として繰越 2,310,514 2,585,493

3,675,514 3,412,856

項  目

合　  計

十文字中学高等学校サッカー部後援会

令和４年度 予算計画案　（改定後）

項  目

　応援グッズ売上

合　  計

OG会計活動費 57,858円、中学会計活動費 83,379円
高校会計活動費 56,278円
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十文字中学高等学校サッカー部後援会会則（案） 

第１章   総   則

第１条（名称）

本会は、十文字中学高等学校サッカー部（以下「十文字サッカー部」という。）後援会という。

第２条（目的）

本会は、十文字サッカー部の発展強化を支援すること及び会員相互の親睦を目的とする。 

第２章 組 識

第３条（会員）

本会の会員は、十文字サッカー部を心から愛し激励する有志で構成し、正会員と賛助会員により
組織する。

(1) 十文字サッカー部の現役部員とその保護者(現役会員)から成る中学グループと高校グループ、

及び卒業生とその保護者から成るOGグループで構成される。

(2) 現役会員は高校卒業後永久会員としてOGグループに所属し、正会員又は賛助会員を選択する

ものとする。なお、後援会への登録者は卒業生もしくは保護者のいずれかを選択できる。

(3) 正会員を選択した永久会員は、総会の議決権を有する。

(4) 賛助会員を選択した永久会員は、総会の議決権を有さない。

(5) 正会員・賛助会員及びその家族は、後援会サイトのアクセス権を有する。

(6) その他本会の目的に賛同し、総会で認められた者。

第４条（事務局） 

本会の事務局は、十文字中学高等学校におく。

第３章 事 業

第５条（事業）

本会は、前記第２条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 十文字サッカー部に対する激励と活動支援
(2) 十文字サッカー部の活動に関する会員等への情報提供
(3) 会員相互の親睦
(4) その他、役員会で必要と認める事業第５条の２（個人情報の利用）
本会は会員の個人情報に関しては、別に「十文字中学高等学校サッカー部後援会の個人 情報の利
用について」により行う。

第４章 役 員

第６条（役員）

本会役員は中学・高校・OG 各グループより選出構成し、役員の併任は妨げない。また、役員会にお
いて役員の過半数の承認により、役員の増減を可能とする。 
(1) 会  長 １名 
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(2) 副 会 長 ２名 
(3) 幹  事 １４名（事務局、ホームページの各担当者併任） 
(4) 会  計 ３名 
(5) 監  査 ２名 
(6) 顧  問 若干名 

 
第７条（役員の任務） 

役員の任務は次のとおりとする。 
(1) 会長は、会を代表し会務を総括する。 
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長不在時は会長の任務を代行する。 
(3) 幹事は、会長のもとに役員会を構成しその運営を図る。 
(4) 会計は、本会の会計（金銭の収支、帳票類の保管等）を処理する。 
(5) 監査は、本会の会計を監査する。 
(6) 顧問は、会長の諮問に答え、本会の目的達成のため助言協力する。 

 
第８条（役員の選出） 

役員（顧問を除く。）の選出は、総会で決定する。ただし、顧問は、会長、副会長の合議の上で、会
長が委嘱することができる。 
なお、新中学１年生の幹事は、役員会の決定に基づき、次回総会までの間、新中学１年生の正会員
の中から会長が任命する。 
 

第９条（役員の任期） 
役員の任期は１年とし、再任は妨げない。 
なお、役員に欠員が生じた場合は、役員会の決定に基づき、次回総会までの間、正会員の中から任
命する。 

 
第５章   会   議 

第１０条（総会） 
(1) 総会の成立は、委任状を含めて正会員の 1/3 以上の出席を必要とする。 
(2) 総会は役員の選出、会則の変更、会計等を審議する。 
(3) 総会の議決は、出席者数（委任状提出者を含む。）の過半数をもって決定する。 
(4) 総会は、年１回とする。ただし、役員会が必要と認めたときは、随時開催する。 
(5) 総会に付議すべき事項で緊急を要する場合は、役員会が代行し、次期総会で承認を得る。 
 

第１１条（役員会） 
(1) 役員会は、会長が招集し、本会の運営上必要な事項を決定する。 
(2) 役員会は、必要に応じて開催する。 
(3) 役員会は会長の判断で、他の正会員等の参加が認められる。 

 
第６章   運   営 

第１２条（会費） 
本会の運営は、次の会費等をもって運営する。 
(1) 入会金 2,000円（1世帯単位とする。） 
(2) 年会費 4,000円（1世帯単位とする。） 
(3) 寄付金 
(4) その他 
(5) 永久会員費 10,000円（高校卒業後、一括納入とする。） 
(6) 退会者がすでに納めた会費は払い戻さないものとする。 
(7) 入会金・永久会費は申し出により、1世帯当たり 1回限りの納付とする。 

 
第１３条（会計年度） 

本会の会計年度は、毎年 4月 1日から、翌年 3月末日までとする。 
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第７章   その他 
第１４条（退会） 

会員資格は、毎年度自動更新されるものとするが次の場合には退会となる。 
（1） 別に定める退会届を会長に提出した場合。 
（2） 理由なく継続して年会費を滞納した場合。 

 
第１５条（雑則） 

本会則に定めるもののほか、本会の運営に必要な細則は、役員会で定めることができる。 
 
附 則 
1. 本会則は、本後援会の設立総会の議決後の平成 17年 4月 10日から施行する。 
2. 設立時の会計年度は、本会則施行日から翌年 3月末までとする。 
 
附 則 
1. 本会則の一部改正を平成 18年 4月 15日から施行する。 
 
附 則 
1. 本会則の一部改正を平成 19年 4月 21日から施行する。 
 
附 則 
1. 本会則の一部改正を平成 20年 4月 19日から施行する。 
 
附 則 
1. 本会則の一部改正を平成 21年 4月 25日から施行する。 

 
附 則 
1. 本会則の一部改正を令和 4年 4月 23日から施行する。 
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十文字中学・高校サッカー部後援会の個人情報の利用について 

１ 個人情報の利用目的 

十文字中学・高校サッカー部後援会（以下「後援会」という。）は、取得した会員等の個人情報 

（氏名、住所等その記述により特定の個人が識別できるものをいう）を、以下利用目的に必要な

範囲で利用します。 

(1) 会報、役員会・総会等の通知の送付

(2) 会員名簿の作成・配布

(3) 役員等の連絡網、住所録の作成

(4) 会報等のメール送信を希望する会員のメールアドレスの使用

(5) 会計処理等後援会運営に必要な各種資料の作成

(6) 個人情報保護法その他法令で認められた利用目的での利用

２ 個人情報の第三者への開示、提供 

後援会は、取得しました個人情報を以下の場合を除き第三者へは開示、提供はいたしません。 

(1) 十文字中学・高校への会員名簿等の提出

(2) 事前に会員の同意を得た場合

(3) 個人情報保護法その他法令で認められた場合

３ 個人情報の管理 

後援会は、取得した個人情報が漏洩、滅失、毀損、誤用などの危険防止のため、以下の対策を

講じ安全管理に努める。 

(1) 後援会会長を個人情報管理の責任者とする。

(2) 会員名簿等の電磁的記録は、基本的に事務局員等の個人のパソコン内には記録保存せず、専

用のＵＳＢメモリー等に記録保存する。

(3) 前記電磁的記録、その他個人情報の保管は細心の注意を払い保管する。

４ 会員による個人情報の利用 

(1) 会員は、会員名簿等を第三者に譲渡してはならない。並びに、後援会に関する以外の目的で

会員の個人情報を利用してはならない。

(2) メール送信された個人情報に関しては、個人のパソコンから漏洩しないよう自己責任で管理

する。

５ その他 

本件は、平成１９年４月２１日の総会の承認を得て施行する。 
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