
2020 年 6月 18日 

 

開成学園排球部 OB 会 2019 年度総会資料 

 

 

総会の挨拶に代えて 

会長 松原秀彰（昭和 49 年卒） 

 

皆様には新型コロナウイルス騒動でいろいろご苦労、ご不自由の日々を送られているこ

とと存じます。OB 会の総会も例年のように開催することはできず、本年度はこのような

書面での開催ということに致しました。私が会長を仰せつかってから、新年度（2020 年

度）は 3年目となります。2年の間にやれたこととやれなかったことが混在しております

が、3年目には当初考えていた OB会活動・運営のほぼ全体が軌道に乗ってくれるのでは

ないかと考えています。幹事の皆さんが、自分の仕事で忙しい中を、本当によく動いて、

考えてくれています。本日お届けする総会資料を是非ご覧いただき、忌憚のないご意見を

幹事会にお寄せいただきますようお願いいたします。 

 

 

総会議案への承認方法について 

           幹事長 天明宏之（昭和 56 年卒） 

 

この後に記載する議案をお読みいただき、最後に「議案への承認／不承認の返信」を 

メール本文に記載された google フォームへの入力で回答いただくようお願いいたします。

今回は返信結果を幹事で集計し、採決とさせていただきたく存じます。今迄、遠方等の諸

事情により総会にご参加いただけなかった方々も含め、皆様からの忌憚のない御意見をい

ただけると幸いです。 

 

議案１． 2019 年度活動報告 

1-1 主な活動報告 

1-2 荒川区民大会へ再参加の件 

1-3 シクミネット導入の件 

1-4 会費納入実績の件 

1-5 新ホームページ（HP）開設状況の件 

1-6 名簿整備状況の件 

議案２． 2019 年度決算報告 

議案３． 2020 年度役員案の審議・承認 

議案４． 2020 年度活動計画案と審議・承認 

  4-1 新 OB 紹介 

4-2 新型コロナウイルス対応 

  4-3 年度幹事・世代幹事の役割強化と協力のお願い 

  4-4 新体育館のバレー用設備へ寄付の件 

  4-5 OB 会活動活性化への補助金の件 

  4-6 新ホームページ開設の件 

議案５． 2020 年度予算案と審議・承認 

議案６． 現役活動報告（中高コーチ） 



議案 1-1 主な活動報告（担当；天明幹事長） 

 

1 夏合宿（2019 年 8 月）＠山中湖旅館井戸前（S49 高塚さん参加） 

2 第三回 KVC 杯ゴルフコンペ(2019 年 12 月 1日）＠千葉よみうりカントリークラブ 

参加 12 名、 優勝 柏女浄照さん（S49 年卒） 

3 練習初め（2020 年 1 月 3 日）＠東京武道館。引き続き懇親会を行いました。 

（H14 大内さん、他 20名参加） 

4 春合宿 新型コロナウイルスのため中止 

5 第 38 回開成麻布定期戦（2020 年 3 月 28 日）新型コロナウイルスのため延期 

6 幹事会 一回目；2019 年 11 月 30 日＠銀座貸会議室、 

二回目；2020 年 4 月 26 日 9 時半～11 時＠Web 

三回目；2020 年 5 月 6日 14 時～16 時＠Web 

四回目；2020 年 5 月 24 日 10 時～12 時＠Web 

 

議案 1-2 荒川区民大会へ再参加の件（担当；野澤副幹事長） 

 

2019 年秋の荒川区民大会には準備・申込が間に合わず参加できませんでした。2020 年

は、正式なチーム登録が不要なオープン大会と荒川区民大会への参加を考えていますが、

新型コロナウイルスのため、5/4 時点で大会日程が未定です。状況が流動的ですので荒川

区の発表を注視しながら、対応を検討していきます。 

 

議案 1-3 シクミネット導入の件（担当；柏女、丹治、大内） 

 

会員管理・入金管理・イベント管理一体型サービス「シクミネット」を導入し、2020

年 2 月より運用を開始した。シクミネットが提供する本会使用機能は下表の通りです。 

No シクミネットが提供する機能 

1  大項目 小項目 使用者 

2  会員管理 メールアドレス登録、変更 会員・事務局 

3  メール一斉配信 事務局 

4  入金 

(会費納入) 

クレジットカード都度決済 会員 

5  クレジットカード継続決済 

6  コンビニ決済 

7  ペイジー 

8  PayPal 

9  合算した会費の本会口座への自動振込 事務局 

10  会員登録期限への自動反映 事務局 

11  イベント管理 Web ページへの詳細掲載 事務局 

12  イベントへの参加/不参加表明 会員 

・導入メリット：会員の皆さんにとって、イベント通知の受け取り、参加・不参加回答、

マイページを通じた会費納入の実行ができます。事務局にとっても、メール一斉配信機能

による省力化やイベント参加・不参加及び会費入金管理の効率が大きく向上しました。 

 

・費用  ：初回発生額  39,600 円（初期設定費用） 

（税込）：毎年発生額 184,800 円（利用料 52,800 円＋システム管理費 132,000 円） 



・利用状況： 

2 月  シクミネット運用開始挨拶配信（以降アドレス判明者には随時発信） 

3 月  開成・麻布定期戦案内配信（定期戦中止の為配信取り止め） 

       第 4 回 KVC 杯（５/22）案内配信（但し、KVC 杯開催は中止） 

  4 月    会費納入依頼配信（以降アドレス判明者には随時発信） 

6 月  総会資料配信 

 

■お願い 

 メールアドレス不明の会員がいます。調査依頼が届いた場合にはご協力をお願いします。 

シクミネットによるメールは“＠c3.members-support.jp”のドメインとなります。着信

拒否とならないようにパソコンやスマートホンの設定をお願いします。 

 

議案 1-4 会費納入実績の件 

 

 最近 3年間の納入金額と納入率は下表の通りです。 

   （納入金額；単年と複数年分を合わせた、その年度で納入された金額合計） 

   （納入率；その年度分としての納入人数÷会員総数） 

年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 4・5月 

納入金額（円） 262,000 572,000 258,000 160,000 

納入率（％） 25 25 25 18 

 

 会費納入額は、2018 年度は 572 千円と対前年増収でしたが、これは年度幹事会を行っ

たこと、複数年度分一括の納入会員が多かったことが理由です。2019 年度は年度幹事会

未実施、麻布定期戦延期により、イベント当日の納入機会が少なく、2017 年度レベルに

戻ったと考えています。納入を増額することが新年度以降の課題です。 

本年 2 月に導入したシクミネット経由での支払納入も 50 名以上の方が利用していただ

き、麻布対抗戦などのイベントが中止となって現地直接払いが無かったにもかかわらず、

一定の効果が上がっていると考えられます。 

 

議案 1-5 新ホームページ（HP）開設状況の件（担当；丹治、松原） 

 

新 HP については維持コストの安価な CMS（Contents Management System）の採用を決

めました。現在、コンテンツ、制作・運営の役割分担、運営規則等の詳細を検討中です。 

費用見込み（税込）： 初回  70,840 円（新規導入時のみ） 

毎年  70,180 円（利用料 64,680 円、ドメイン使用料 5,500 円） 

 

議案 1-6 名簿整備状況の件（担当；市村、柏女） 

 

本総会の連絡に当たっての全会員数 474 名に対する連絡網網羅率は 85%（メール 385 名、

ハガキ 27 名、ダブリ 9 名）、連絡先不明 71 名（15%）になっており、連絡網の充実が新

年度も引き続き課題です。



議案２．2019 年度決算報告（担当；金田、監査；増田） 

 

科目 金額 科目 金額 科目 金額 科目 金額
（収入の部） （収入の部）

広報・連絡費 ¥300,000 年会費 ¥600,000 広報・連絡費 ¥69,929 年会費 ¥258,000
懇親会等支援費 ¥200,000 懇親会等支援費 ¥190,658 受取利息 ¥31
荒川区OB会チーム関連費 ¥100,000 荒川区OB会チーム関連費 ¥0
麻布定期戦費 ¥20,000 麻布定期戦費 ¥0
幹事会費 ¥40,000 幹事会費 ※1 ¥43,880
その他 ¥60,000 その他 支払手数料 ¥4,802
（文房具費、事務費、銀行手数料等） （文房具費、事務費、銀行手数料等）

OB会親睦のための経費（小計） ¥720,000 OB会親睦のための経費（小計） ¥309,269

春夏合宿援助費 ¥120,000 春夏合宿援助費 ¥60,000
現役強化費 ¥90,000 現役強化費 ¥14,580
（内訳） 遠征費 ¥50,000 （内訳） 遠征費 ¥0

バレーボール教本代 ¥30,000 バレーボール教本代 ¥14,580

新入部員勧誘費 ¥10,000 新入部員勧誘費 ¥0

コーチ関連出費 ¥95,000 コーチ関連出費 ¥81,100
（内訳） コーチお礼 ¥80,000 （内訳） コーチお礼 ¥60,000

コーチポロシャツ代 ¥15,000 コーチポロシャツ代 ¥21,100

その他 ¥10,000 その他 ※２ ¥110,070
現役支援のための経費（小計） ¥315,000 現役支援のための経費（小計） ¥265,750

小計（通常会計） ¥1,035,000 小計（通常会計） ¥600,000 小計（通常会計） ¥575,019 小計（通常会計） ¥258,031

広報・連絡費 ¥500,000 広報・連絡費 ¥39,600
OB会親睦のための経費（小計） ¥500,000 OB会親睦のための経費（小計） ¥39,600

外部体育館使用補助費 ¥150,000 外部体育館使用補助費 ¥20,000
現役支援のための経費（小計） ¥150,000 現役支援のための経費（小計） ¥20,000

小計（特別会計） ¥650,000 小計（特別会計） ¥59,600
次年度繰越金 ¥2,847,640 前年度繰越金 ¥3,932,640 次年度繰越金 ¥3,556,052 前年度繰越金 ¥3,932,640

¥4,532,640 合計 ¥4,532,640 ¥4,190,671 合計 ¥4,190,671
※1 ※2その他の内訳

43,880円の内、7,150円は未払い 京都造形大教授懇親会 ¥15,160

都大会プログラム代 ¥30,800

コーチ交通費 ¥56,354

コーチ交通費未払分 ¥7,756

資産残高 期首 期末
みずほ銀行稲荷町支店 ¥3,332,314
ゆうちょ銀行〇一九店（019） ¥20,000
小口現金 ¥218,644
合計 ¥3,570,958

（内訳）
前年度繰越金

未払金 ¥14,906
次年度繰越金 ¥3,556,052

¥3,570,958

通
常
会
計

特
別
会
計

合計

（特別支出）

2019年度　予算　　2019年6月22日

（支出の部）

合計

2019年度　決算　　2020年4月

通
常
会
計

（支出の部）

特
別
会
計

（特別支出）

¥3,932,640
¥3,932,640

¥3,634,689
¥20,000
¥277,951
¥3,932,640



議案３．2020 年度役員案（担当；松原会長） 

 

 

顧問 

     奥山 茂樹 先生 

     宮  利政 先生 

     須藤 俊文 先生 

 

名誉顧問 

     伊藤 清一 先生 

     栗原  弘 先生 

 

 

相談役 

 吉村  功 （S26 卒） 

     石束 晃一 （S34 卒） 

     安井 高明 （S37 卒） 

山本 純一 （S38 卒） 

佐藤  勇 （S40 卒） 

結城 教仁 （S43 卒） 

田中 俊一 （S43 卒） 

片野 昭秀 （S44 卒） 

桑田 起義 （S45 卒） 

小川 宗男 （S45 卒） 

 

 

コーチ 

高校 

正  小川 修平（R02 卒） 

サブ 石川 太洋（R02 卒） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

） 

 

 

役員 

会長 

松原 秀彰（S49 卒） 

副会長   

老川 知永（S49 卒） 

市村幹司郎（S50 卒） 

関  茂和（S54 卒） 

幹事長   

天明 宏之（S56 卒） 

副幹事長  

野澤 和久（S56 卒） 

システム・名簿担当幹事 

  丹治 雅行（S49 卒） 

  柏女 浄照（S49 卒） 

会計幹事 

  金田 俊介（H9卒） 

監査幹事 

  増田 修久 S59 卒） 

総務幹事 

大内 隆成（H14 卒） 

 

   

 

 

中学 

正  郭  浩章（H31 卒） 

   サブ 上野尚太郎（H31 卒） 



議案４． 2020 年度活動計画案 

 

議案 4-1 新 OB 紹介 

  2020 年 3 月卒業の新 OB は下記 6名です。みなさんよろしくお願いします。 

  小川 修平 

  會津 伊吹 

嶋田 亮英 

  辻本 樹 

  石川 太洋 

  亀川 稜 

 

議案 4-2 新型コロナウイルスへの対応 

 

2020 年 2 月以降、新型コロナウイルス対応が求められるなか、例年開催の麻布対抗戦

を延期したのに続き、総会と総会後の懇親会やゴルフコンペの中止も余儀なくされており、

今年度の活動も制約されることが強く懸念される状況です。自粛緩和などの状況を注視し

つつ、慎重に実活動を再開していきたいと考えております。活動内容が決まり次第、シク

ミネット経由等で会員の皆様にお知らせします。 

  

議案 4-3 年度幹事・世代幹事の役割強化と協力依頼 

  

2018 年度と 2019 年度については、幹事会として 

・会員全員に OB会活動報告や会合案内が届くようにすること 

・OB 会活動に関心を持ってもらうこと 

・会合参加率や会費納入率が上がり、OB 会活動が永続すること 

・従来の印刷物郵送の事務負担や費用の軽減を図ること 

を目指して、シクミネットによるシステム化を実現し、さらに HPを設置・拡充していこ

うとしておりますが、その基礎となる名簿整備や会費増収を進めることが重要と判断し、

今一度年度幹事・世代幹事各位のご協力を仰ぎたいと存じます。依然として連絡先不明会

員が 15%いること、会費納入率も前述のように 2019 年度では 25%でした。 

 

新年度は下記のように年度幹事・世代幹事の役割を明確にして進めたいと考えます。 

（ア）現在の年度幹事と 70 周年記念文集作成時の世代幹事（最終ページご参照）を実情

に即して見直し、当会連絡網の要として機能していただく。 

（イ）年度幹事による同年度会員の名簿整備（年度幹事空席の場合は世代幹事によりサポ

ート）をお願いする。 

（ウ）会費納入や HP 記事の提供・とりまとめの中心となっていただく。 

 

上記進め方を含め、幹事から後日改めてお願いのご連絡を差し上げます。ぜひご協力を

お願いいたします。 

 

 



議案 4-4 新体育館のバレー用設備へ寄付の件 

 

 宮先生より、新体育館にバレーボール用の支柱穴を追加設置する目的で 60 万円の寄付

要請がありました。急な要請でありましたが、バレー部専用の追加支柱穴となるため学園

側標準仕様ではないこと、この追加支柱穴設置により練習用コートが 1 面追加出来、練習

の効率が上がることの背景を伺い、幹事会メンバーによる確認で寄付することを決めまし

たのでご承認いただきたく存じます。 

 

議案 4-5 OB 会活動活性化への会合・イベント補助金の件 

 

従来、補助金を出す活動内容の基準、補助金額について明確な決め事がありませんで

したので、特別会計予算扱いのガイドラインとして今回提案いたします。 

 

（１）補助金を出す活動内容の条件（案）→下記条件をすべて満たすことが条件です 

1 総会時点までにイベントの開催案を幹事団に申請し承認を受けたもの（毎年） 

2 シクミネットで事前案内を出していること 

3 参加者が複数の学年にわたっていること 

4 参加者全員が OB会年会費を払っていること 

5 5 名以上の参加者があること 

6 HP および会報に掲載するための写真付きの記録を提出すること。 

7 その他、OB 会の活性化に資すると幹事団が事前に判断した場合。 

（２）補助金額 

1 総額上限は総会予算案に計上する。2020 年度は 200,000 円とする。 

2 予算を使い切った以降のイベントには補助しない。 

3 イベント毎に、かかった費用の 50％もしくは 30,000 円のうち金額の低い方とする。 

4 一人当たり 2,000 円を上限とする。 

5 後日、申請者に精算する。 

 

議案 4-6 新ホームページ（HP）開設の件（丹治、松原、市村） 

 

会員への確実で安定した連絡（メール連絡が届かない会員も HP を見てくれる効果を期

待）、会員以外（例えば、現役、両親、麻布 OB 等）への OB 会活動の紹介を期待して下記

のような掲載内容を考えています。本年７月には開設予定で進めています。 

主な掲載予定内容： 

・ 会報の掲載（最新版の他、バックナンバーも） 

・ OB 会イベントの開催案内、出欠、報告 

・ OB 会会費納入のお願い 

・ 現役の試合予定と結果報告（年間版は会報） 

・ アーカイブ（これまでの OB 会関連の資料等） 

・ その他（会員等からの寄稿、リンクなど） 

つきましては、会員皆様からの寄稿も掲載いたしたく、別途寄稿依頼をお送りいたしま

すので OB会活動趣旨に沿った寄稿をお寄せいただけるようお願いいたします。 



議案５． 2020 年度予算案 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

科目 金額 科目 金額
（収入の部）

広報・連絡費 ¥250,000 年会費 ¥600,000
OB総会支援費 ¥100,000
荒川区OB会チーム関連費 ¥100,000
麻布定期戦費 ¥20,000
幹事会費 ¥40,000
その他 ¥30,000
（文房具費、事務費、銀行手数料等）

OB会親睦のための経費（小計） ¥540,000

春夏合宿援助費 ¥120,000
現役強化費 ¥40,000
（内訳） バレーボール教本代 ¥20,000

特別講義関連費 ¥20,000

コーチ関連出費 ¥160,000
（内訳） コーチお礼 ¥80,000

コーチポロシャツ代 ¥20,000

コーチ交通費 ¥60,000

その他 ¥20,000
現役支援のための経費（小計） ¥340,000

小計（通常会計） ¥880,000 小計（通常会計） ¥600,000

懇親会等支援費 ¥200,000
広報・連絡費 ¥100,000
OB会親睦のための経費（小計） ¥300,000

外部体育館使用補助費 ¥40,000
新体育館ポール穴工事費 ¥600,000
現役支援のための経費（小計） ¥640,000

小計（特別会計） ¥940,000
次年度繰越金 ¥2,336,052 前年度繰越金 ¥3,556,052

¥4,156,052 合計 ¥4,156,052

2020年度　予算案

（支出の部）

通
常
会
計

特
別
会
計

合計

（特別支出）



議案６．現役活動報告 

 

（１）中学年間主な試合結果とコーチ総括（H31卒・酒井） 

 

 6/29 夏季第５ブロック大会 1日目；セット率の関係で会場 3位 

 6/30 夏季第 5 ブロック大会 2日目；3連勝で都大会に 4年ぶりの出場決定 

 7/23 夏季都大会 1 日目；1勝 1敗 ; 都ベスト 32 

 8/12 私学大会 1日目；1勝 1 敗 

 10/6 新人戦荒川区大会；2勝 0敗 優勝 

 10/13 新人戦第５ブロック 1日目；3勝 0 敗 都大会出場決定 

 10/20 新人戦第５ブロック 2日目；０勝 3敗で 5ブロック 4位 

 11/17 新人戦都大会 1日目；0-2 で敗戦し、都ベスト 64 

 2/16 六校リーグ；3 勝 0敗で優勝 

  

高身長の選手が集まっているチームでした。高さを活かしたスパイクやブロックなど目

に付く所に加えて、二段トスの精度は揃っている上、3 枚で入っているレセプションも被

エースが少なく、歴代のチームの中でも「安定して高水準の攻撃を繰り出す」力は最高レ

ベルだったと思います。僕の指導が原因で部員と衝突したこともあり、最大限の強化は実

現できませんでしたが、それでも強敵相手に勝利を積み重ねた部員達を賞賛したいです。

コロナの影響で完成形を迎えられなかったのは残念ですが、紛れもなく近年最強の代の一

つだと思います。OBの方々には大会に来て頂いたり、色々な形で部員にアドバイスを頂

いたりと多くのご支援をいただきました。現役部員に代わりましてお礼申し上げます。 

 

 

（２）高校年間主な試合結果コーチ総括（H31 卒・能丸） 

 

 6/9 インターハイ予選 1日目；1勝 1敗 

 8/19 私学大会（夏）；0勝 1敗 

 9/1 全日本バレーボール選手権予選大会；1勝 1敗 

 11/3 新人大会 1日目；3勝、コート決勝勝利 

 11/10 新人大会 2日目；0勝 1 敗 

 12/16 私学大会（冬）；1勝 1敗 

 1/19 新人決勝大会；0勝 1敗 

  

怪我による欠員が相次ぎ、フォーメーション変更を強いられたり苦難の道でした。なか

なか力になれなかった私が言うのは恐縮ですが、そんな中でもシード奪還を果たすなど、

結果を出すことができたのは立派であると思います。なかなか意思統一がうまくいかない

代ではありましたが、新人のあたりからは一体感が見え始め、部長キャプテン問わずチー

ムのためになろうと働く部員が増えてきたのが印象的でした。大変惜しいですが、コロナ

ウイルスのために、この代は新人決勝大会を最後に引退することとなりました。OB の皆

様、一年間練習のご支援、ご声援ありがとうございました。これからも末長くよろしくお

願いいたします。 



現 年度幹事  ※（カッコ）付きは現在確認中の年度になります 

24 年～27 年 吉村  功 (26 卒) 52 年 老川 功明 H12 年 川原 尊徳 

29 年～30 年 （野水） 53 年 野口 恭司 H13 年 （星野） 

31 年～32 年 明渡久和 (31 卒) 54 年 関   茂和 H14 年 勝井 政博 

34 年 石束 晃一 55 年 高浪 孝勝 H15 年 丹野 敬大 

35 年 平松 久和 56 年 鈴木 章弘 H16 年 森 禎三郎 

36 年 三崎 哲郎 58 年 高橋 琢次 H17 年 浅川 洋貴 

37 年 安井 高明 59 年 清水 誠一 H18 年 梶原   啓 

38 年 山本 純一 60 年 草野 昌行 H19 年 金田 涼佑 

39 年 鈴木 康之 61 年 津野 泰明 H20 年 加登 翔太 

40 年 佐藤   勇 62 年 奈村太久馬 H21 年 溝口 晃 

41 年 西山 祐二 63 年 和知 敏樹 H22 年 藤井 遼介 

42 年 片野 清昭 H1 年 小木曽和宏 H23 年 徳田 大輔 

43 年 結城 教仁 H2 年 和里田 聰 H24 年 小枝 滉斗 

44 年 片野 昭秀 H4 年 神波 泰夫 H25 年 （柳町） 

45 年 小川 宗男 H5 年 古野 徳一 H26 年 秋山 貴則 

46 年 西村   隆 H6 年 鈴木 大輔 H27 年 上原 廉次郎 

47 年 松田 信彦 H7 年 依田 秀則 H28 年 （野村） 

48 年 小泉 哲郎 H8 年 鈴木   周 H29 年 （今川） 

49 年 老川 知永 H9 年 金田 俊介 H30 年 高橋 大 

50 年 松下 和正 H10 年 川原 希彦 H31 年 酒井 聖平 

51 年 上野 雅資 H11 年 楓 淳一郎 R02 年 小川 修平 

      

 

現 世代幹事（創部 70周年記念文集執筆協力依頼時をベースに一部変更） 

S44 以前統括  片野昭秀（S42） 

S45-48    小川宗男(S45) 

S49-53    柏女浄照(S49) 

S54-55    関 茂和(S54) 

S56-60    天明宏之(S56) 

S61-H1    松山 晃（S62） 

H2-6     和里田聰(H2) 

H7-11     金田俊介(H9) 

H12-16    勝井政博(H14) 

H17-21    小泉達彦(H18) 

H22-26    徳田大輔(H23) 

H27-28    福田尋晃(H27) 

H29-R2    （今川、H29）※現在確認中 

以上 

 

 

 


