
2021 年度 第 5 回 十文字サッカー部後援会 役員会 議事録  

【2022 年３月 6 日（日）10:00〜10:45】＠巣鴨第一集会室和室・オンライン Microsoft Teams 

 

集会室参加者：松久・細田・徳本・海野・志波・千葉・杉山・松尾・伊藤・山本 

ウェブ参加：山本・藤井・三村・安田・野口・山口・三谷・吉岡・山崎・三宅・鶴岡・豊口・渡邊・古川・

貴島・伊藤・佐藤・松浦・丸山・こば・福島・阿部・丸山・宮崎・中田・渡辺・岡 

 

松久会長 挨拶 

最後の役員会で皆さんとお会いできなくて残念、ぜひ対面で開催したかったです。今後、各カテゴリーで

やっていかなければならないが、わからないことなどは先輩方に聞くなどして進めていただきたい。 

 

活動報告 

【中学】* ポスターを制作した．優勝報告とお礼を巣鴨商店街と学校にお伝えしたい。 

* まん延防止等重点措置が発令されたため練習できていない。3/1～2 に修学旅行に行って現

在も自宅待機中。 

【高校】＊ 練習できていない。高校も修学旅行に行ったり，試験中だったりするため。 

【OG】＊フットサル大会中止に伴い Quo カード 500 円分を渡す予定。 

 

戦績報告 

【中学】なし 

【高校】なし 

 

会計報告 

【中学】以下の通り。 

 

3年  9
⽉ 5⽇

摘 要 伝票№ ⼊⾦額 出⾦額 残⾼

6/2  本会計より活動費 150,000 150,000
9/30 ヴィダーinゼリー 51個(U18関東⼤会１回戦) 1 7,596 142,404
9/30 ヴィダーinゼリー  36個(U18関東⼤会2回戦) 2 5,718 136,686
10/2 ヴィダーinゼリー 15個(U18関東⼤会2回戦) 3 2,235 134,451
10/16 ヴィダーinゼリー   51個(U18関東⼤会5位決定戦) 4 7,596 126,855
11/5 ヴィダーinゼリー   51個(U15関東⼤会１回戦) 5 7,601 119,254
11/5 ヴィダーinゼリー  51個(U15フットサル関東⼤会１回戦)6 7,601 111,653
11/28 ヴィダーinゼリー  51個(U15フットサル関東⼤会決勝戦)7 7,596 104,057
12/24 先⽣へ 50,000 54,057
1/7 本会計より補助⾦ 50,000 104,057
1/7 寄付⾦ 51,000 155,057
1/9 ヴィダーinゼリー  51個(U15フットサル全国⼤会) 8 7,601 147,456
1/10 ヴィダーinゼリー  51個(U15フットサル全国⼤会) 9 7,601 139,855
1/9 ドリンク（￥120×22個）(U15フットサル全国⼤会)10 2,640 137,215
1/10 お菓⼦、(U15フットサル全国⼤会) 11 3,880 133,335
12/22 ポスター印刷代（フットサル全国⼤会出場） 12 12,491 120,844
2/15 ポスター印刷代（フットサル全国⼤会優勝） 13 9,475 111,369
2/25 クオカード（３０００円分） 14 2,970 108,399
3/5 審判協⼒費 24,500 83,899

合       計 251000 167,101 83,899
実際の残⾦ 83,899
差 0

・ 審判協⼒費
 U-15東京予選、U-15リーグ戦でご協⼒頂いてますが、年度末にまとめての⽀払いと
なっております。



 

 

【高校】以下のとおり（山口さん） 

 

 

 

 

中学フットサル全国大会の寄付金お礼状代756 円が高校会計に請求されている。 

⇨ 中学と高校合わせて挨拶をしているので、高校からお礼代を出しているはず。昨年以降の帳簿を確認

して処理して欲しい。 

 

 

 

 

 

 

　会計報告

月日 収入 月日 収⽀残⾼
2021/6/2 高校グループ活動費 150,000 2021/6/2 前年度選手権関東大会　捕食代支払不足分 2,134

2021/7/27 50,000 2021/6/5　～ 　　ーインターハイ関東大会ー

2021/7/27 OGより寄付金 15,000 ～6/7 補食合計 47,174

2021/8/20 OGより寄付金 5,000 その他合計 440

　　　　ｲﾝﾊｲ関東合計　57,69549,748

2021/8/18　～ 　　ーインターハイ全国大会　ー

～8/22 補食合計 27,760

お礼合計 13,365

その他合計 9,531

　　　　ｲﾝﾊｲ全国合計　119,90850,656   

2021/11/13～ 　　ー選手権関東大会ー

～11/14 53,152

その他合計 2,080

　　　選手権関東合計　78,51055,232   

2021/3/28～ 7,000

～12/26 14回×＠500円

合計 220,000 合計 162,636 57,364

※中学フットサル全国⼤会の寄附⾦お礼状代￥７５６ーは未処理になっております。

補食合計

収入の合計　　　　　　支出の合計　　　　　　残金

220,000　－　　　162,636　　　　　＝　　　　57,364

審判協力費

高校会計　2022/3/6

十文字高校サッカー部高校グループ収支報告書

（2021年度）

支出

本会計より全国大会補助金



【全体会計】以下のとおり（野口さん） 

 

 

 

 

【OG】収入などなし。クオカード 14,310 円これで最終決算としたい。（安部さん） 
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その他 

（松久会長より）OG のワイドネット引き落としがなぜされないのかを調べていくうちに、会計名簿と

OG名簿の差異見つかった。この差異の解消に向けて以下説明。 

 

（細田さんより）ワイドネットでの引き落としがされていなかった OG は 2１人、1～16期にわたって

いる。過去の事務局の方に確認をしたが、引き落としされない理由がわからなかった。 

引き落としできない方が 26名いて、そのうち連絡先不明が 6名で連絡のしようがなくなっている。 

住所不明で引き落としされている方は７名いらっしゃり、後援会費をお支払いいただいているのにお知

らせなどの連絡ができずにいる。 

退会されているのに引き落としされている方が１名いらっしゃり、逝去されたご主人の口座から毎年引

き落としがかかっている様子。 

 

（松久会長より）会則の改定を今春の総会で提案したいと考えている。 

後援会を継続するつもりで卒業されても、何年か後に引き落としができていないことがあり、これを解

消したい。ここ数年、OG とのフットサル交流が開催できていないため、OGへの還元も少なくなってい

るのを感じているのも、会則の改訂をする理由の一つでもある。何度かご指摘をいただいていますが、後

援会費の余剰金を適正規模にしていきたいと考えています。 

今回 OG を、卒業の時点で会費 1万円をいただき、永久会員とすれば、お金の管理や名簿の管理も整理

できるのではないかと考えています。会計経験者：藤井さん、会計：山口さんにもご相談して、永久会員

として 1 万円の会費をいただいた場合、10 年後を考えると予算が足りなくなる可能性があるので、現

役の後援会費を 3,000 円から 4,000 円に上げることも考えている。 

 

（徳本会長より）後援会費シミュレーションを説明 

 想定として、高校 80名・中学 45名として計算。毎年 30名程度の後援会費未納の方がいらっしゃる

ようだが、この人数を引いて行っても、2028年には約 400名の方が会費の納入者となる。 

資料あれば別紙で添付してください。 

 

 

以下質問あり。 

・余剰金の使途は？200万円あまりも残しておくことに意味はあるか？何か必要なものを購入したりは

しないのか？ 

⇨ インターハイや選手権で勝ち残ったり，巣鴨商店街で優勝パレードしたりするときに向けて必要。 

周年行事費は毎年 3 万円積み立ててはいるが、周年行事費としてもこの余剰金が必要にあると考えてい

る。 

 

・部員の人数はシミュレーションに加味されているのか？ 

⇨ 先程説明したように、高校 80名・中学４５名でシミュレーションをしている。ただ、少子化なども

あるので、部員が減っていることなども考えてはいるので、やはり現役の会費は 4,000 円に上げていた

方がいいと考えている。 

 

・永久会員の会費 1万円、すでに OG の方はどこで切り替えるのか？ 

⇨ 今考えているのは、現在大学 1 年生の代は差額分 7,000 円を集金する、もう一つ上は 2 年分会費を



いただいているので差額 4,000 円を、その次の代は差額 1,000 円になるのでこれはどうするのかか検

討、すでに通算 1万円以上納めていただいた方からは取らない、などを考えている。 

早々に退会された方は、もう一度入りますか？などは聞けないので、もうそのままでいいと考えている。

ただ、再入会を希望する方もいらっしゃるかもしれないので、ホームページの閲覧ができるようになど

配慮したい。 

 

・新システム導入後に引き落としの額が入っているが、現役生分の引き落とし手数料なのか？ 

⇨ そうであると思われる。現状、引き落としがあってもなくても手数料がかかるので、毎年ロスした金

額が出ている。 

 

 

 

総会前の最後の役員会となるので、このまま総会でご提案をし、承認を得る運びとしたい。 

 

総会と懇親会については、例年通り４月の末あたりに開催を考えている。対面式なのかオンラインにな

るのか分からないが、また決まり次第連絡をする。 

 

 

 

 

 

以上。 

 

議事録担当：5 年安田 


