
【収入の部】 （単位：円）

項　　　　　　　　目 前年度予算額 予　算　額 増　減　額 備考

１．前年度繰越金 64,467 71,164 6,697

２．会費収入 474,000 522,000 48,000

◆平成２４年３月３１日現在会員数：１７４名
◆平成２４年５月７日現在会費納入状況：１６２名、４８６，０００円
◆平成２３年度新規入会者29名
◆来年度会費免除者5名（2011年10月以降新規入会）

　

３．寄付金 59,000 41,000 ▲ 18,000
◆平成２３年度実績より

４．雑収入 26 26 0
◆預金利息　等

計 597,493 634,190 36,697

【支出の部】 （単位：円）

項　　　　　　　　目 前年度予算額 予　算　額 増　減　額 備考

１．月例会補助 12,000 19,000 7,000
◆初回参加者は参加費無料
◆２３年度実績による増

２．プロジェクト補助 140,000 100,000 ▲ 40,000

（１）シンポジウム補助 110,000 60,000 ▲ 50,000
■平成２３年度「高校サッカー90年史」シンポジウム報告書製作費を補助
■平成２４年度シンポジウム実施を補助
◆２３年度実績による▲減

（２）プロジェクトその他補助 30,000 40,000 10,000
◆各種協賛　等

３．事務費 440,000 510,000 70,000

（１）諸謝金 0 0 0
◆専門家等による指導助言謝金　等

（２）旅費 140,000 140,000 0
◆出張サロン、月例会　演者他　旅費1名　実費分支払（宿泊費は1泊8,000円）
◆総会理事交通費補助　旅費1名　実費分支払（宿泊費は1泊8,000円）

（３）印刷製本費 150,000 170,000 20,000
◆会員名簿作成
◆サロン２００２専用封筒印刷　等
◆２３年度実績

（４）通信運搬費 30,000 60,000 30,000
◆名簿・シンポジウム報告書等の送付　等（一斉送付後も含む）
◆２３年度実績

（５）借損料 5,000 5,000 0
◆会議等会場借料　等

（６）雑役務費 110,000 130,000 20,000

◆月例会案内・報告作成費：１８６名×１２月×\５０＝１１１，６００円
◆メーリングリスト契約料１０，５００円
◆振込手数料　等
◆２３年度実績

（７）消耗品費 5,000 5,000 0
◆宛名ラベル　等

４．予備費 10,549 5,190 ▲ 5,359

計 666,403 634,190 ▲ 32,213

平成２４年度　サロン2002予算書



2012.5.13.

2000 2001 2002 2003

代表者 中塚義実 中塚義実 中塚義実 中塚義実

代表代行幹事 高橋義雄 高橋義雄 笹原勉 本多克己

幹  事 鈴木崇正 鈴木崇正 本多克己 笹原勉

仲澤眞 仲澤眞 内田正人 内田正人

長岡茂 長岡茂 長岡茂 長岡茂

堀美和子 堀美和子 宇都宮徹壱 宇都宮徹壱

監査役 笹原勉 笹原勉 仲澤眞 仲澤眞

会計兼名簿 川井寿裕 川井寿裕 川井寿裕 川井寿裕

ＭＬ管理人 涌田龍治 涌田龍治 涌田龍治 涌田龍治

ＨＰ担当 本多克己 本多克己 本多・津田綾女 本多・津田綾女

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 担　当

理事長 中塚義実 中塚義実 中塚義実 中塚義実 中塚義実 中塚義実 中塚義実 中塚義実 中塚義実 統　括

副理事長 本多克己 本多克己 本多克己 徳田　仁 徳田　仁 本多克己 本多克己 本多克己 本多克己 広報：ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ管理

理　事 笹原勉 笹原勉 徳田　仁 本多克己 本多克己 田中俊也 田中俊也 田中俊也 田中俊也 広報：ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ監査

田中俊也 田中俊也 田中俊也 田中俊也 田中俊也 高田敏志 高田敏志 高田敏志 高田敏志 企画：公開ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ

安藤裕一 安藤裕一 安藤裕一 安藤裕一 安藤裕一 阿部博一 阿部博一 嶋崎雅規 嶋崎雅規 企画：月例会

宇都宮徹壱 宇都宮徹壱 宇都宮徹壱 麻生征宏 麻生征宏 高橋義雄 高橋義雄 宮明　透 宮明　透 企画：月例会（出張）

監事 監　事 高橋義雄 高橋義雄 高橋義雄 齋藤健司 齋藤健司 齋藤健司 齋藤健司 笹原　勉 笹原　勉

会計・名簿担当 川井寿裕 川井寿裕 川井寿裕 川井寿裕 川井寿裕 岸　卓巨 岸　卓巨 岸　卓巨 岸　卓巨

（07～08年度は別） 岸　卓巨 岸　卓巨 岸　卓巨 （川井寿裕） 室田真人 室田真人

メーリングリスト担当 涌田龍治 涌田龍治 涌田龍治 涌田龍治 涌田龍治 熊谷建志 熊谷建志 熊谷建志 熊谷建志

ホームページ担当 本多・福岡哲朗 本多・福岡→山田 本多・山田智子 （本多克己） （本多克己） （本多克己） （本多克己） （本多克己） （本多克己）

事業担当 麻生征宏 麻生征宏 麻生征宏 高田敏志 高田敏志 嶋崎雅樹 嶋崎雅樹 高原　渉 高原　渉

内藤隆 内藤隆 室田真人 室田真人 室田真人 室田真人 赤尾　修 赤尾　修

中村敬 中村敬 中村敬 宮川淑人 宮川淑人 宮川淑人 宮川淑人 宮川淑人 宮川淑人

安松幹展 安松幹展 安松幹展 安松幹展 安松幹展

サロン2002　役員・運営委員一覧（2000～2012）
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サロン2002：月例会決算（2011年度）→23年度決算予定
2012.3.3.

回数 期　日 参加者 参加費計 報告者 報告者謝金 報告書作成費 会場費 各回決算 テーマ 会場

175 2011.4.20. 16 16,000 伊藤　慧 10,000 高田敏志　　5,000 0 1,000 指導者像について考える～5回の海外研修を通して 筑波大附属高校

176 2011.5.8. 9 0 岸卓巨　　5,000 0 -5,000 2011年度総会 筑波大附属高校

177 2011.6.9. 19 14,000 岸　卓巨 10,000 上野直彦　5,000 0 -1,000
「当たり前のありがたみ」を求めて－東日本大震災（宮城県でのボランティ
ア活動）と青年海外協力隊（ケニアでの見通し）を通して考える

筑波大附属高校

178 2011.7.2. 15 ラグビー観戦して飲みに行こう！ ｻｯｶｰ居酒屋「いなば」

179 2011.8.26. 17 17,000
加納樹里、牛木素吉

郎、浅野智嗣
10,000 上野直彦　　5,000 0 2,000 女子W杯を振り返ってー現地レポートと日独サッカー比較人類学ー 筑波大附属高校

180 2011.9.30. 12 7,000 中塚義実 10,000 中塚義実　5,000 0 -8,000
国際ピエール・ド・クーベルタン・ユースフォーラム報告
－北京で感じ、考えた、「オリンピック教育」の現状と今後

筑波大附属高校

181 2011.10.16. 14 12,000 ★高橋弘 10,000 依藤正次　　5,000 0 -3,000
サッカーのいちジャンルとしてみるハンディキャップサッカー－電動車椅子
サッカーの今と未来ー

cafe FLOWER

182 2011.11.29. 11 9,000 井上俊也 10,000 高田勝敏　　5,000 0 -6,000 ラグビーワールドカップとサッカーワールドカップ 筑波大附属高校

183 2011.12.17. 18 北朝鮮（DPR Korea）をめぐって ｻｯｶｰ居酒屋「いなば」

184 2012.1.25. 13 12,000 清水　諭 10,000 ★中塚亮太　5,000 0 -3,000 日本のスポーツ、これまでとこれから 筑波大附属高校

185 2012.2.22. 30 19,000 ★片上千恵 10,000 ★浅見綾香　　5,000 0 4,000 アスリートのメディアサポートの現場から～Ｊクラブを事例に～ 筑波大附属高校

186 2012.3.4. 『高校サッカー90年史』を語ろう！ 味の素ｽﾀｼﾞｱﾑ内会議室

合　　計 174 106,000 -19,000

★は未会員

関西サロン（2011年度）→23年度決算予定
2011.3.8.

回数 期　日 参加者 参加費計 報告者 報告者謝金 報告書作成費 会場費 各回決算 テーマ 会場

2011.4.26 32
小田尚史、草葉達也、

下薗昌記、永田淳
根本いづみ　　5,000 -5,000 サッカーのチカラ Supporter's Field

2011.5.25. 31
「ロミオ＆ジュリエット -フーリガンの恋-」上映会／イタリアのプロフットサル
選手・吉田輝選手に聞く、「イタリアのサポーター事情」

Supporter's Field
2011.8.20. 14 14,000 岸　卓巨 10,000 岸卓巨　　5,000 19000 -20,000 スポーツを通した国際協力の可能性 ホテルクライトン江坂

2011.12.20. 32 144,000 牛木素吉郎 10,000 高原渉　　5,000 108,500 20,500 スポーツの未来　～　ドイツの女子ワールドカップで考えたこと KR&AC

合　　計 109 158,000 -4,500

前年度（2010年度）繰越金として、28500円。2011年度決算として24000円を繰り越し。

参考：サロン2002月例会決算（2010年度）→22年度決算済
2011.3.8.

回数 期　日 参加者 参加費計 報告者 報告者謝金 報告書作成費 会場費 各回決算 テーマ 会場

162 2010.4.9. 12 11,000 村田亙 10,000 岸卓巨　　5,000 0 -4,000 7人制ラグビーの現状と今後 筑波大附属高校

163 2010.5.8. 12 0 岸卓巨　　5,000 0 -5,000 2010年度総会 味の素スタジアム

164 2010.5.20. 12 12,000 高田勝敏 10,000 岸卓巨　　5,000 0 -3,000 日独間選手育成システムの違いからみる日本サッカー活性化の方法 筑波大附属高校

165 2010.6.20. 13 11,000 中塚義実 10,000 中塚義実　5,000 0 -4,000 南アフリカに行ってきました！－FIFAﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟ南アフリカ　研修報告 ｻﾑﾗｲﾌﾞﾙｰｶﾌｪ

166 2010.7.21. 12 12,000 岸　卓巨 10,000 岸卓巨　　5,000 0 -3,000 それぞれの2010FIFAﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟ－南アフリカってどんな国？ 筑波大附属高校

167 2010.8.19. 23 20,000 山下則之 10,000 岸卓巨　　5,000 0 5,000 Jリーグ・アカデミー活動の評価 筑波大附属高校

168 2010.9.29. 22 18,000 井田征次郎 10,000 室田真人　5,000 0 3,000 イタリアから学んだ指導においての視点の違い 筑波大附属高校

169 2010.10.27. 14 12,000 高崎康嗣 10,000 匿名希望　　5,000 0 -3,000 日本のU-12の世界を目指して 筑波大附属高校

170 2010.11.24. 14 12,000 中塚義実 10,000 匿名希望　　5,000 0 -3,000 「2010年のサッカー環境」はどこまで実現したか 筑波大附属高校

171 2010.12.17. 15 12,000 奥山純一 10,000 0 0 2,000
泣く子も黙る南米旅行－東南アジアが先進国に思えた日
＆お宝映像上映会兼忘年会

ﾏｰｼｬﾙｱｰﾂ

172 2011.1.27. 24 19,000 賀川　浩 10,000 根本いづみ　　5,000 0 4,000 戦前のサッカー育成－神戸一中を中心に 筑波大学附属高校

173 2011.2.8. 17 14,000 安松幹展 10,000 阿部博一　　5,000 0 -1,000 World Congress of Science and Football in Nagoyaへの招待 筑波大学附属高校

174 2011.3.5. 117 育成期のサッカーを語ろう！ 堺市立ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝ

合　　計 307 153,000 -12,000

★は未会員

総会のため特になし

公開シンポジウムのため別会計

総会のため特になし

懇親会のため別会計

忘年会のため別会計

公開シンポジウムのため別会計

上映会のため特になし

2011.4.26開催の収支は以下の通り。
・参加費　1000円×31人＝31,000円
・チャリティ売上より：52,021円
・ドリンク売上より　200円×70杯　14,000円
・支出：演者懇親会費1,500円×4＝6,000円
支援金(財団法人日本サッカー協会を通して寄付)：97,021円

2011.5.25開催の収支は以下の通り。
参加費より1000円×29人＝29000円
ドリンク代より 200円×77＝15400円
ヨココム売上より10800円
55,200円を東日本大震災サッカーファミリー復興支援金に振込み。



＜シンポジウム関係＞ 2011.5.13

収入の部 支出の部

科　目 金　額 科　目 金　額

参加費 0 会場使用料（全日本学連が負担） 0

（冠スポンサーの関係で参加費徴収せず） 演者謝金（全日本学連が負担） 0

補助 13,650 懇親会補助 13,650

収入合計 13,650 支出合計 13,650

＜報告書関係＞→2011（平成23）年度事業として決算予定 2011.5.13

収入の部 支出の部
科　目 金　額 科　目 金　額

シンポジウム残金 0 テープ起こし・校正謝金 20,000
賛助金（団体） 110,000

報告書印刷費 241,500
賛助金（個人） 0 振込手数料 210

報告書バックナンバー売り上げ
（1冊熊野シンポ含む）

120,500

金利 3

補助（サロン2002） 31,207

収入合計 261,710 計 261,710

注：DUOリーグ、株)シックスからの賛助金未入金

サロン2002 公開シンポジウム2010（育成）：収支決算書案

10,000×2(室田真人、中塚義実）

三日市整形外科50,000円、DUOリーグ30,000円、株)シックス30,000円



＜シンポジウム関係＞ 2011.5.13

収入の部 支出の部

科　目 金　額 科　目 金　額

参加費　（43名 X 1000円） 43,000 会場使用料 0

補助 24,110 旅費（賀川氏の交通費） 26,900

演者謝金（@10,000×4名） 40,000

振込手数料 210

収入合計 67,110 支出合計 67,110

＜報告書関係＞→2012（平成24）年度事業として決算予定 2011.5.13

収入の部 支出の部
科　目 金　額 科　目 金　額

シンポジウム残金 0 テープ起こし・校正謝金 20,000
賛助金（団体） 80,000

報告書印刷費（300冊） 未定
賛助金（個人） 未定 振込手数料 未定

宅急便送料 未定

報告書バックナンバー売り上げ
未定

補助（サロン2002） 未確定

収入合計 80,000 計 20,000

サロン2002 公開シンポジウム2011（高校ｻｯｶｰ史）：収支決算書案

10,000×2(菅又雄太郎、中塚義実）

三日市整形外科50,000円、(株)シックス30,000円(未定)



 



【収入の部】 （単位：円）

項　　　　　　　　目 当初予算額 決　算　額 対予算増▲減額 備　　　　　　　　　　                            　　　　　　　　　　　考

１．会費受入 474,000 486,000 12,000

平成23年度会員165名(名簿手未提出者1名)
・会費納入済162名×3,000円＝486,000円
・会費免除　3名　（平成22年度10月以降入会のため）
・会費未納8名(池谷リサ・伊藤彰・菊池正史・小森誠之・澤井和彦・田村充・松岡耕自・武藤太智)

２．寄付金 59,000 41,000 △ 18,000

■1,000円 ×2名=2,000円
■2,000円× 7名=14,000円
■3,000円× 4名=12,000円
■7,000円× 1名=7,000円
■6,000円ｘ1名=6,000円

３．雑収入 82 26 △ 56 ■預金利息合計\26-：14円（8月）12円（2月）

４．前年度繰越金 64,467 64,467 0

計 597,549 591,493 △ 6,056

【支出の部】 （単位：円）

項　　　　　　　　目 当初予算額 決　算　額 対予算増減額 備　　　　　　　　　　　　　　　                               　　　　　　考

１．月例会補助 12,000 19,000 7,000
■収入￥106,000-　－　支出￥125，000－　＝　▲19,000－
月例会謝金：￥10，000-×8回＝80,000-　テープ起こし謝金：￥5,000-×9回＝45,000-　合計：￥125，000-
参加費合計：￥106,000-

２．プロジェクト補助 140,000 86,817 △ 53,183

（１）シンポジウム補助 110,000 55,317 △ 54,683
■平成22年度「育成」シンポジウム報告書補助\31,207-
■平成23年度シンポジウム補助\24110-
■23年度シンポジウム報告書は未完成のため、24年度において決算予定。

（２）プロジェクトその他補助 30,000 31,500 1,500 ■フットサル報告書広告料\31，500-

３．事務費 435,000 414,512 △ 20,808

（１）諸謝金 0 0 0

（２）旅費 140,000 72,760 △ 67,240 ■平成23年度総会：理事交通費補助\72，760-（内訳：宮明氏\43，300-、本多氏\29，460-）

（３）印刷製本費 150,000 167,265 17,265 ■2011年度会員名簿　\159，300-＋消費税

（４）通信運搬費 25,000 53,132 28,132

■進栄印刷依頼名簿発送費\43，732-
■封筒発送費（岸→室田）\1，200-
■一斉発送後名簿等発送費\6,400-
■中村覚之祐シンポ資料返却\950-
■進栄印刷への封筒発送費￥850

（５）借損料 5,000 0 △ 5,000

（６）雑役務費 110,000 121,355 11,035

■月例会案内・報告作成費：178名（23年度会員および仮会員含）×12ヶ月分×50円＝106，800-
■振込手数料（時間外含む）\3,045-
■メーリングリスト契約料\10，500-
■会計引き継ぎ時雑費\1,010-

（７）消耗品費 5,000 0 △ 5,000

４．予備費 10,549 0 △ 10,549

計 597,549 520,329 △ 77,540

◆平成23年度収支決算（案）

１．収入金額 591,493
２．支出金額 520,329
３．次年度繰越額（１－２） 71,164

平成23年度　サロン2002収支決算書
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