
第第第第 10101010回金沢大学アーチェリー部回金沢大学アーチェリー部回金沢大学アーチェリー部回金沢大学アーチェリー部 OBOBOBOB会総会での議決内容会総会での議決内容会総会での議決内容会総会での議決内容    

 

1)1)1)1) 会計年度の期間修正会計年度の期間修正会計年度の期間修正会計年度の期間修正    

 前年度に話し合われたように、会計年度を 4 月から翌年 3 月末までに変更すること

を正式に承認しました。詳しくは、別資料「OB会費納入について」をご覧ください。 

 これにより、決算は 3 月に行いホームページに掲載する形での報告とさせていただ

きます。 

 

2)2)2)2) OBOBOBOB 会補助費の見直し及び支払いについて会補助費の見直し及び支払いについて会補助費の見直し及び支払いについて会補助費の見直し及び支払いについて    

 上位大会に出場する際 OB会会費から出していた補助費の見直しを行いました。 

 以下の表の赤字部分が修正箇所です。 

開催場所 従来金額 改定金額 上昇額 

北信越学連内 3,000円 5,000円 2,000円 

北海道学連内 28,000円 38,000円 10,000円 

東北学連内 21,000円 21,000円 0円 

関東学連内 12,000円 17,000円 5,000円 

東海学連内 10,000円 13,000円 3,000円 

関西学連内 7,500円 11,000円 3,5000円 

中国四国学連内 15,000円 18,000円 3,000円 

九州学連内 25,000円 25,000円 0円 

(ただし、1泊増えるごとに 2,000円増額する。) 

 この金額は 1泊の大会でかかる交通費・宿泊費・参加費等の 40～50％で算出してい

ます。また、2泊以上の大会の場合は 1泊増えるごとに 2,000円ずつ増額します。 

 各選手への支払いは決算時にまとめて支給するのではなく、必要に応じて支払いま

す。 

 

3)3)3)3) OBOBOBOB 会会費予算の定額化について会会費予算の定額化について会会費予算の定額化について会会費予算の定額化について    

 補助費を計画的に支払うために OB 会会費から予算の総額を決め、来年度の予算案

を立てることになりました。 

 予算案の立て方は次のようになります。 

1. 予算の総額の決定、諸経費・補助費の総額を決定。 

2. 大会の開催場所の確認及び参加人数の予想。 

3. 上限額・人数等から各大会への補助額決定。 

 予算案は OB会で報告いたします。 

 



4)4)4)4) 送付物等のホームページへの掲載について送付物等のホームページへの掲載について送付物等のホームページへの掲載について送付物等のホームページへの掲載について    

 OB・OG の人数の増加に伴い、郵送物の送料・紙代が増加してきています。そこで

これからは、書面による送付は廃止しホームページへ掲載することにさせていただき

ます。 

 ホームページに掲載するのは OB会報告書・OB会議事録・会計報告・アーチェリー

部通信等です。これらは掲載後、その旨をメールにてご報告します。 

 OB会会員名簿は、OB係までご連絡していただければメールにて送らせていただき

ます。 

また OB 会会費納入催促ですが、今後は書面を送ることはいたしません。納入方法

は別資料「OB会会費納入について」をご覧ください。 

 

5)5)5)5) OBOBOBOB 会規約の改定会規約の改定会規約の改定会規約の改定    

 議案の議決により、規約の改定を行いました。変更点は以下の通りです。 

 

① 第 4章 事務局 第 10条(事務局概要) 第 10条‐1 

改定前 改定後 

・OB会総会報告書等の送付 ・OB 会総会報告書等のホームページへの

掲載及び OB会会員への連絡。 

 

② 第 4章 事務局 第 10条(事務局概要) 第 10条‐4 

改定前 改定後 

 送付する書類は、OB会活動報告書、OB

会会計報告書、現役側活動報告書、新幹事・

新 OB 係・新主将・新副主将の紹介、その

他議事が含まれる。 

 ホームページに掲載する書類は、OB 会

活動報告書、OB 会会計報告書、現役側活

動報告書、新幹事・新 OB 係・新主将・新

副主将の紹介、その他議事が含まれる。 

 

③ 第 4章 事務局 第 10条(事務局概要) 第 10条‐5 

改定前 改定後 

 書類は郵送とする。 (削除) 

 

④ 第 5章 会計業務 第 11条(会計年度) 

改定前 改定後 

 本会の会計年度は10月より翌年の9月と

する。 

 本会の会計年度は 4月より翌年の 3月末

とする。 

 



⑤ 第 6章 OB会会費 第 17条(会費補則) 第 17条‐2 

改定前 改定後 

 9月までに会費納入したものに、OB会総

会報告書等を送付する。 

(削除) 

 

⑥ 第 6章 OB会会費 第 17条(会費補則) 第 17条‐3 

改定前 改定後 

第 17条‐3 

 5回連続会費未払いの場合、OB会総会の

案内は送付しない。 

第 17条‐2 

 5 回連続会費未払いの場合、OB 会総会

の案内はしない。 

 

⑦ 第 7章 援助 第 18条(大会支援) 第 18条‐1 

改定前 改定後 

援助額を下記に示す。 

対象とする大会 

全日本学生アーチェリー連盟、及び全日本

アーチェリー連盟が主催する上位大会 

一人あたりの援助額 

・北信越内の場所で試合が開催された場合

３，０００円 

・北信越外の場所で試合が開催された場合 

北海道学連内  ２８，０００円 

東北学連内   ２１，０００円 

関東学連内   １２，０００円 

東海学連内   １０，０００円 

関西学連内    ７，５００円 

中国四国学連内 １５，０００円 

九州学連内   ２５，０００円 

選手のみ援助の対象とする 

援助額を下記に示す。 

対象とする大会 

全日本学生アーチェリー連盟、及び全日本

アーチェリー連盟が主催する上位大会 

一人当たりの援助額(１泊の大会の場合) 

北信越学連内   ５，０００円 

北海道学連内  ３８，０００円 

東北学連内  ２１，０００円 

関東学連内  １７，０００円 

東海学連内  １３，０００円 

関西学連内  １１，０００円 

中国四国学連内  １８，０００円 

九州学連内  ２５，０００円 

ただし、１泊増えるごとに２，００００円

増額する。 

選手のみ援助の対象とする 

 

⑧ 第 7章 援助 第 18条(大会支援) 第 18条‐2 

改定前 改定後 

 援助額は最高金額であって、必ずこの金

額とは限らない。予算内で比例換算して交

付する。 

 援助額は最高金額であって、必ずこの金

額とは限らない。 



 

6)6)6)6) 収支報告収支報告収支報告収支報告    

1. 去年 11月から今年 3月までの会計報告 

日付 内容 収入 支出 収支 

 繰越 ¥116,345  ¥116,345 

2009/11/6~11/8 つま恋カップ補助  ¥10,000 ¥106,345 

 合計 ¥116,345 ¥10,000 ¥106,345 

 

2. 2010年度 OB会会費総額 

内容 収入 計 

繰越 ¥106,345 ¥106,345 

OB会会費 ¥226,000 ¥332,345 

利子 ¥54 ¥332,399 

39名の方から OB会会費をいただきました。ありがとうございます。 

 

3. 今年 4月から 10月末までの会計報告 

 日付 内容 収入 支出 収支 

大
会
補
助
費 

 予算 ¥180,000  ¥180,000 

2010/5/29･30 西日本大会(3名)  ¥54,000 ¥126,000 

 計 ¥180,000 ¥54,000 ¥126,000 

諸 

経 

費 

 予算 ¥20,000  ¥20,000 

2009/12/10 送付物印刷・送料等  ¥10,424 ¥9,576 

2010/9/13 OB会案内用はがき  ¥1,000 ¥8,576 

 計 ¥20,000 ¥11,424 ¥8,576 

総計 ¥200,000 ¥62,424 ¥137,576 

 

 

 

 

 

 



7)7)7)7) 来年度来年度来年度来年度 OBOBOBOB 会会会会会費会費会費会費    

項目 金額 内訳 

 

大

会

補

助

費 

大会 補助金額 予想参加人数 一人あたりの補助金額 

西日本大会(北信越) ¥20,000 5名 ¥4,000 

王座決定戦(東海) ¥52,000 4名 ¥13,000 

インカレターゲット(関東) ¥16,000 1名 ¥16,000 

A.J.S.A.F-CUP(関東) ¥32,000 2名 ¥16,000 

インカレインドア(関西) ¥20,000 2名 ¥10,000 

合計 ¥140,000  

諸

経

費 

 

諸経費 

 

¥10,000 

 

OB会の資料等の印刷代など 

総合計 ¥150,000  

 

8) 平成 23年度役員紹介 

1. 第 16代金沢大学アーチェリー部役員 

・ 部長  加藤 充志 

・ 副部長 湯澤 実久 

・ 財務  加藤 千恵 

・ 幹事  南村 崇人 

・ HP管理 小池 健朗 

・ 主務  和田 大輔 

 

2. 第 28代北信越役員 

・ 副委員長  真田 季幸 

・ 記録委員長  横山 茉梨 

・ 全日書記副委員長 北山 雄太 

 

以上のようになりました。これからも、ご協力をよろしくお願いいたします。 

 

 

 

何かご意見・ご質問がございましたら下記アドレスへご連絡ください。 

OB会アドレス ⇒ kuacobog2001@yahoo.co.jp 

OB係 湯沢 実久 ⇒ b3-kc-y2.lg117.-x-@docomo.ne.jp 


