
同志社大学体育会カヌー部ＯＢＯＧ会平成29年度総会 2017.11.11

■議 案

第1号議案 役員改選の件

・会長（3期：中村彰一郎）
・幹事長（10期：深田尚昭）
・副幹事長（15期：岡田幸彦、27期：友田善隆）
・会計幹事（21期：濵井省吾）
・幹事（10期：田中義胤、12期：宮村定男、15期：梅林孝祐、15期：中川善尋、
26期：中原正智、33期：岡田哲平、36期：河合良彦）
・監督、幹事（14期：笠川淳史）
・コーチ、幹事（16期：梅原義弘、46期：坂田真）
上記、役員は、ＯＢＯＧ会としての現役支援体制の強化を図る目的で、留任

・新任幹事（14期：木下史、27期：谷浩一、32期：辰裕輔）

・ＯＢＯＧ会といて現役支援体制の強化を図るため新役職を幹事会にて検討する

第２号議案会則一部改定の件

・■同志社大学体育会カヌー部ＯＢ会会則■
→ ■同志社大学体育会カヌー部ＯＢOG会会則■

・第 １ 章 総 則
（名 称）
第１条 本会は同志社大学体育会カヌー部ＯＢ会と称する。
→ 同志社大学体育会カヌー部ＯＢOG会と称する

・本会規程類様式 様式-1 最下部に追記、
※委任状送付は､基本メールにて送付。会員本人からの申し出により､郵送対応とする

第３号議案 収支報告の件

・収支報告（別紙）
・艇庫建築寄付金収支報告（別紙）
・創部50周年記念式典収支（予定）報告（別紙）
・監査報告

第４号議案 予算案の件

・予算案（別紙）

第５号議案 艇庫建設寄付金募集期間延長の件

・艇庫建設寄付金について、目標2500万円未達のため募集期間を1年延長する
・寄付状況報告（2017年9月30日時点）

第６号議案 若手優遇策１年間延長の 件（H29 10/1からH30 9/30迄）

・募集期間を１年間延長してH30年度は4名以上の利用を想定
・内容：39期以降の会員で､5万円の寄付（期間延長）をした場合終身会費を期間中､
若手優遇策として12万円とする

第７号議案 新ＯＢ・ＯＧ承認の 件

・ＯＢ会新入会員紹介・承認

佐々木毅 文学部国文学科 神奈川県 逗子開成高校 株式会社コジット

川上仁己 経済学部経済学科 兵庫県 甲陽学院 住友林業株式会社

宇野夏世 政策学部政策学科 滋賀県 京都産業大学附属高校 留学

鈴木颯 商学部商学科 福井県 同志社国際高校 株式会社トランテック

平井飛勇 スポーツ健康科学部スポーツ健康学科 富山県 水橋高校 未定

亀谷智哉 スポーツ健康科学部スポーツ健康学科 岐阜県 留年

原田遼太郎 法学部法学科 兵庫県 同志社香里高校 飛鳥建設株式会社

中門克弥 理工学部環境システム学科 大阪府 四條畷高校 同志社大学院進学

山本結花 スポーツ健康科学部スポーツ健康学科 富山県 水橋高校 扶桑工機株式会社

柏谷諒子 心理学部心理学科 大阪府 同志社香里高校 未定

沖田薫子 心理学部心理学科 京都府 同志社香里高校 同志社大学院進学

上夷美汐 文学部文化史学科 兵庫県 県立西宮高校 神鋼物流株式会社

■報 告及び意見交換

(1) 終身会費制度について継続審議
(2) 創部50周年記念式典、記念誌ほか
(3) 今年度の振り返り 戦績など
(4) 新幹部紹介

主将 矢野優太 ｶﾅﾃﾞｨｱﾝ スポーツ健康科学部スポーツ健康科学科3年 滋賀県 大津高校

副将 井上啓介ｶﾅﾃﾞｨｱﾝ 法学部政治学科3年 兵庫県 同志社香里高校

主務 西村佳穂 マネージャー 社会学部メディア学科3年 岐阜県 関高校

ｶﾔｯｸﾘｰﾀﾞｰ 中野竣平 スポーツ健康科学部スポーツ健康科学科3年 大阪府 北千里高校

ｶﾅﾃﾞｨｱﾝﾘｰﾀﾞｰ川嶋航大 社会学部社会福祉学科3年 滋賀県 大津高校

女子ｶﾔｯｸﾘｰﾀﾞｰ 宍戸美華 スポーツ健康科学部スポーツ健康科学科3年 神奈川県 日体荏原高校

マネージャーリーダー 戸田早紀 文学部国文学科3年 滋賀県 同志社高校

渉外 藤野早央里 経済学部経済学科2年 兵庫県 神戸大学附属中等教育学校

広報 西村直純 経済学部経済学科2年 京都府 同志社高校

五十嵐結衣 スポーツ健康科学部スポーツ健康科学科2年 岩手県 不来方高校

会計 橋川萌音 商学部商学科1年 大阪府 同志社高校



自   平成28年10月1日 　　　　同志社大学体育会

至   平成29年 9月30日 　　（ 敬称略 ）　　　　　平成２９年度収支報告書 　　　　　 　カヌー部ＯＢＯＧ会

収   入   の   部 支　出   の   部
科         目 金額(円) 科            目 金額(円) 摘          要

5,383,714 H28..ｽﾎﾟｰﾂﾕﾆｵﾝ各部分担金 30,000

0 H29.監督･コーチ交通費 200,000

120,000 （若手優遇策適用） ｽﾎﾟｰﾂﾕﾆｵﾝ会長会 32,000 部長先生２名、会長、監督計４名

70,000 公式サイト構築運営費 60,000

160,000 郵券・封筒代 7,207
主将 山口慈英､主務 木村奈生､副将 細川健吾､副将 河村陽葉､ﾘｰﾀﾞ 後藤秀平､ﾘｰﾀﾞ 田中優作 ＡＴＭ時間外手数料　5回 2,484

72,829 オリテ黄色いチラシ 9,720 ･S60卒 梅原さんありがとう！

現役差入 10,000

30

12 4+8 小計 351,411

7,207 ゆうちょ預金残高102,012

 寄付金仮払金 838,858 ・期末に寄付金より移行 みずほ預金残高1,933,405

■特別会計

・創部50周年式典費用 1,500,000 記念誌、グッズ収支未確定

来期に継続

・艇庫設備・工事中費用

工事期間中経費 300,000 9/25 現役へ

工事期間中経費 100,000 3/11 現役へ

艇庫ｷｯﾁﾝ（ﾃﾝﾎﾟｽﾊﾞｽﾀｰｽﾞ） 325,258

艇庫ｷｯﾁﾝ（ﾃﾝﾎﾟｽﾊﾞｽﾀｰｽﾞ） 143,975

艇庫ｷｯﾁﾝ（ﾃﾝﾎﾟｽﾊﾞｽﾀｰｽﾞ） 30,745

艇庫ｴｱｺﾝ（エディオン） 923,464

艇庫備品・消耗品 100,000 5/2、5/8 現役へ

銘板用紙 3,522

翌期繰り越し金 2,874,275

今期収入合計 1,268,936 今期支出合計 3,778,375

6,652,650 合計 6,652,650

まだの人は是非入会ください！

摘　　　　　要
前期繰越金

年会費･終身会費　H.23卒業 42期生

45期　宮武　朋世

45期　後藤　大輝

H.29卒 新OBOG 入会金（16名）

受取利息（みずほ) 20＋10

受取利息（ゆうちょ)

寄附･ H28.京都のＯＢ総会より

合計

108+432+432+432+108+540
+216+216永田晃大､岡本聖世､川野好真､西岡明比古､橋本将都､森一樹､竹中依里､田中椋子､橋爪奎奈､藤本七彩

京都クレジットサービス奨励金H29年 皆様に利用頂き助かってます!

（ＤＣカヌー部ゴールドカード）



◎艇庫建築寄付金目標金額２５００万円（平成23年12月開始）

日付 残高

21,345,000

28.5 4,660 同志社大学へ寄付（190名） 20,960,000

864 387,796

28.6以降 450,000 838,858

62 838,858

21,799,722 21,799,722

・金額目標達成学年　19学年（期生）

※同志社大学への寄付の時点で8名からは寄付申込書を徴求できず。要因は海外勤務等。

・寄付金現在残高835,000円+利息3,858円＝838,858円を50周年記念事業特別会計へ支出

艇庫建築寄付金の収支（平成29年度）
平成29年9月30日

・寄付金不足額　3,205,000円＝25,000,000－21,795,000円　目標達成まで、寄付を継続して行く

合計

・人員ベース75％（46期生269名のうち203名）

・寄付金額総額21,795,000円
・目標達成率　金額ベース　87％

収入の部 支出の部

■特別会計（艇庫設備・工事中費用）寄付金仮払金へ支出

合計

寄付金（198名）

利息

振込手数料

寄付金（7名）

利息



平成29年10月22日

内訳 単価 人・数 金額 備考 内訳 単価 人・数 金額 備考

①会費 1,410,000 1 1,410,000 ①ホテル費用 1,825,544 1 1,825,544

②二次会会費 697,000 1 697,000 ②二次会費用 659,540 1 659,540

③招待客祝儀 410,000 1 410,000 ③二次会用酒他 13,052 1 13,052

④通信・準備・備品 193,980 1 193,980

④５０周年誌広告 1,040,000 1 1,040,000 ⑤記念品 897,264 1 897,264 マグカップ（130千円）・シャツなど

⑤グッズ販売 548,400 1 548,400 ⑥顕彰盾・ﾋﾟﾝﾊﾞｯﾁ 169,696 1 169,696

⑥雑収入 12,500 1 12,500 ⑦来賓手土産 62,910 1 62,910

⑦ＯＢ会より 1,500,000 1 1,500,000 ⑧式次第 31,138 1 31,138

⑧写真パネル売上 20,500 1 20,500 ⑨PV製作費 30,000 1 30,000

0

⑩50周年誌予算 1,200,000 1 1,200,000 木下ＯＢに確認済み

⑪周年誌郵送料予算 360 150 54,000 レターパックライトの場合

差引残高 501,276

計 ¥5,638,400 計 ¥5,638,400

同志社大学体育会カヌー部創部５０周年記念式典 決算(予定)

収入の部 支出の部



自   平成28年10月1日 　　　　同志社大学体育会

至   平成29年 9月30日 　　（ 敬称略 ）　　　　　平成29年度予算案 　　　　　 　カヌー部ＯＢＯＧ会

収   入   の   部 支   出   の   部

科         目 金額(円) 科            目 金額(円) 摘          要

2,874,275 H29.ｽﾎﾟｰﾂﾕﾆｵﾝ各部分担金 30,000

400,000 41期3名 H29.監督･コーチ交通費 250,000 人員強化に伴う増額

42期8名

43期6名 会議費 20,000

の未納入者対応図る ｽﾎﾟｰﾂﾕﾆｵﾝ（校友会大懇親会参加負担分） 20,000

130,000 ｽﾎﾟｰﾂﾕﾆｵﾝ部長先生を囲む会 24,000

Ｈ30カヌーインターハイのプログラム 21,000

　に広告掲載協力

400,000 決算後残金より移行 同大カヌー部ﾈｰﾑ入り角２白封筒 0

OB/OG通信・総会案内郵券・封筒代 30,000

寄付お礼状　郵券・封筒代 10,000

70,000 ・公式サイト構築運営費 70,000 現役・OB会共通の公式サイト運用

・39期以降の終身会費及び寄付納付者補助 300,000 前期未実施分含む

現役へのバックアップ

　　H27.オリテ・黄チラシ作成・印刷代） 12,000

　　H27.関学選　ビール代差し入れ 10,000

400,000 　　H27.インカレビール代差し入れ 10,000

40 予備費 300,000 遠征補助等含む

雑費 50,000

今期支出合計 1,157,000

■特別会計

・創部50周年式典費用 0 前期支出済み　1,500,000円

収支決算予定

今期特別支出合計 0

1,400,040 翌期繰り越し金 3,117,315 ※寄付金より移行。積み増し予定

4,274,315 合計 4,274,315 　　合計　　  

摘　　　　　要

前期繰越金

年会費･終身会費　H.25卒業 44期生

H.29卒 新OBＯＧ 入会金（13名）

主将佐々木毅､ 主務鈴木颯､副将川上仁己､ 副将宇野夏世､ ﾘｰﾀﾞ平井飛勇､ﾘｰﾀﾞ山本結花

柏谷諒子､亀谷智哉､中門克弥､原田遼太郎､沖田薫子､柏谷諒子､上夷美汐

創部50周年式典費用仮払金

京都クレジットサービス奨励金 皆さんに利用頂き助かって

（ＤＣカヌー部ゴールドカード） います！！！まだの人は

是非入会ください！

若手優遇策実施に伴う終身会費

受取利息（みずほ・ゆうちょ)

今期収入合計

合計


