
同志社大学体育会カヌー部ＯＢＯＧ会 ２０１９年度総会 2019.11.9

■議 案

第1号議案 役員改選の件
・会 長（中村彰一郎S.47 3期）
・副会長（田中義胤S.54 10期、笠川淳史S.58 14期[監督兼任]）
・コーチ幹事（梅原義弘S.60 16期､渡辺昌弘H.4 23期）
・幹事長（岡田幸彦S.59 15期）
・副幹事長（中川善尋S.59 15期、友田善隆H.8 27期）
・会計監事（浜井省吾H.2  21期）
・幹 事（宮村定男S.56 12期、木下 史S.56 14期（東京支部副会長）、梅林孝祐S.59 15期、
今本 博S.62 18期、 中垣内建史S.62 19期（東京支部幹事長）、
久米保則 S.62 19期（東京支部）、杉山浩一H.5 24期､中原正智H.7 26期､
谷 浩一H.8 27期､辰 裕輔H.13 32期､岡田哲平H.14 33期､河合良彦H.17 36期､
坂田 真H.27 46期､今村康忠H.28 47期（中部支部長）､
・青年幹事（木村奈生H.29 48期､平井飛勇H.30 49期､山本結花H.30 49期､矢野優太H.31 50期

・顧 問（深田尚昭S.54 10期）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
会則より
第5章：名誉会長および顧問
（名誉会長および顧問）
第１６条
１．本会に名誉会長および顧問を若干名置くことができる。
２．名誉会長および顧問は本会に貢献のあった会員の中から、それぞれ役員の推薦により
総会にて決定される

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
第２号議案会則一部改訂の件
１）事務局の追記
■第3条 本会は、本部事務所を大津市玉野浦6-24同志社大学体育会カヌー部
合宿所内に置く。

以下追記
■会則の第２条の次に第３条として（所在地）の条項を新設する。
「本会の所在地は会計担当幹事宅に置く。」を新設。
現第３条以下は第４条以下に繰り下げする。
新設の目的は、幹事名簿を添えることで、会則を変更しなくても金融機関窓口での対応を
可能とするため。

２）通常総会担当の追加
■第19条 通常総会運営は、卒業後16年の学年（以下、担当学年という。）
が担当する。

以下追記
■合わせて、卒業後３年の学年（以下、担当補佐学年という。）が担当学年の
補佐を行う。

追記の目的は、担当学年に加え若手OBの育成のために卒業後間もない学年の
参画を促すため。

第３号議案 収支報告の件
・収支報告（別紙）
・監査報告（別紙）

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 期間延期の件
・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（２０１９年９月３０日時点）
・艇庫建設寄付金の現状（別紙）

第６号議案 若手優遇策１年間延期の件（２０１９年９月３０日から２０２０年９月３０日迄）
・募集期間を１年間延長して２０２０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

今井 康太 前主将前カナディアンリーダー 滋賀 東大津 サントリー
渡邊 綾子 前副将 長崎 長崎西 ニトリ
四戸 宗 岩手 不来方 ENEOSグローブ
五十嵐 結衣 岩手 不来方 教員試験選考中
西村 直純 京都 同志社 NEC
松本 雄太 岐阜 同志社国際 ボッシュ
藤野 早央里 前主務 兵庫 神戸大付属 留学
村野 武広 京都 久美浜 公務員試験選考中

■報告予定内容
（１）オリンピック関連と主なOBOGと現役戦績トピック
（２）今年度の振り返り戦績など
（３）新幹部紹介
（４）強化費使途予定

主将 太田 向柊（おおた こうしゅう） 群馬 太田

副将 大野 敬祐（おおの けいすけ） 大阪 雲雀丘学園

主務 松下 陽祐（まつした ようすけ） 愛知 滝

渉外 垣尾 凛（かきお りん） 奈良 同志社国際

広報 山田 和沙（やまだ かずさ） 兵庫 国際

中村 天音（なかむら あまね） 山形 谷地

会計 岡嶋 彩（おかじま さや） 滋賀 水口東

Kリーダー 木村大翔（きむら やまと） 山形 谷地
女子リーダー埋金楓 （うめがね かえで） 京都 久美浜
Mリーダー 橋川萌音（はしかわ もね） 大阪 同志社



自 平成30年10月
1日 同志社大学体育会

至 令和1年 9月
30日 （ 敬称略 ） 令和1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) 摘 要 科 目 金額(円) 摘 要

前期繰越金 1,317,707 みずほ銀行 H31..ｽﾎﾟｰﾂﾕﾆｵﾝ各部分担金 30,000

2,080,844ゆうちょ銀行 H31.監督･コーチ交通費 250,000

3,398,551合計額 公式サイト構築運営費 50,000

総会不足分 12,000

年会費･終身会費 640,000 海外派遣者支援金 100,000ニュージーランド遠征 佐藤友香

49期 鈴木颯、46期 野村有里、45期 村瀬真基、 スポーツユニオン公式行事参加補助金 110,000

45期 後藤大輝、49期 原田遼太郎、50期 戸田早紀

スポーツユニオン部長先生を囲
む会 12,000

H.31卒新OBOG 入会金（8名） 80,000 現役への差入 20,000関学選、インカレ

京都クレジットサービス奨励金 86,516皆様に利用頂き助かってます! 終身会費返戻（若手優遇策適用者） 240,000

（ＤＣカヌー部ゴールドカード） まだの人は是非入会ください！

受取利息（みずほ) 12 オリテ黄色いチラシ 15,275 ･S60卒 梅原コーチありがとう！

受取利息（ゆう
ちょ) 10 幹事会会議費 15,952

振込手数料 339

寄付金 10,000 雑費（印刷代 他） 2,359

平成30年度総会 東京会場余剰金 47,000

50周年記念誌・グッズ売上金 58,000

寄付金（京都銀行）より入金 380,000

翌期繰り越し金 3,842,164郵貯2,437,929 みずほ1,404,235 3,842,164

今期収入合計 1,301,538 今期支出合計 857,925

合計 4,700,089 合計 4,700,089



自 令和1年10月1日 同志社大学体育会

至 令和2年 9月30日 （ 敬称略 ） 令和2年度予算案 カヌー部ＯＢＯＧ会

収 入 の 部 支 出 の 部

科 目 金額(円) 摘 要 科 目 金額(円) 摘 要

前期繰越金 3,842,164 .ｽﾎﾟｰﾂﾕﾆｵﾝ各部分担金 30,000

年会費･終身会費 H.27卒業 46期生
他 360,000未納入者27名対応図る 監督･コーチ交通費 350,000人員強化に伴う増額

若手優遇策実施に伴う終身会費 200,000 終身会費返戻金（若手優遇策適用者） 120,000

寄付金・募金よりの入金 200,000 会議費 150,000

R2卒新OBＯＧ 入会金 80,000 ｽﾎﾟｰﾂﾕﾆｵﾝ公式行事参加補助金 100,000

ｽﾎﾟｰﾂﾕﾆｵﾝ部長先生を囲む会 20,000

・公式サイト構築運営費 50,000現役・OB会共通の公式サイト運用

・通信設備維持費 42,000

京都クレジットサービス奨励金 80,000
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！ 現役へのバックアップ

オリテ・黄チラシ作成・印刷代） 12,000

関学選 差し入れ 10,000

インカレ 差し入れ 10,000

予備費 300,000遠征補助等含む

雑費 50,000

受取利息（みずほ・ゆうちょ) 20 今期支出合計 1,244,000

今年度収支 -323,980

今期収入合計 920,020 翌期繰り越し金 3,518,184 

合計 4,762,184 合計 4,762,184 合計





【第５号議案】 艇庫建設寄付金募集 期間延長の件 

令和元年 9月 30日 

艇庫建設寄付金の現状 

 

◎目標金額２５００万円（平成２３年１２月開始） 

 ○平成３０年度末時点の寄付金の総額 21,795,000 円（205名より） 

 

 ○令和元年度の寄付金 

 

  ・230,000 円（6名より）+150,000 円（若手優遇策の返戻金を寄付金へ 5名より）=380,000円 

 

  ・ＡＬＬＤＯＳＨＩＳＨＡ募金（スポーツ活動充実資金）等へ（11名より）     470,000円 

 

合計 850,000 円  

 

★令和元年度末寄付金総計 21,795,000 円+850,000 円＝22,645,000円 

（目標達成率 90．6％） 

 

     ★不足額 2,355,000円 

 

目標達成に向けて運動を継続して行く 


