
関係者外秘

東京都立三鷹高等学校、三鷹中等教育学校
ラグビーフットボール部OB会 2020年定例総会

【日時】 2020年6月20日（土）17:00開始

【場所】 オンライン（Zoom）にて開催 ※当日16:50からアクセス可能

【予定】
Ⅰ．総会 17:00-17:30 司会 中山 豊 (41期)
(1)会長挨拶、2019年度活動報告 会長 内田 泰裕(39期)
(2)2019年度会計報告 会計 大野 孝行(41期)
(3)2019年度会計監査報告 会計監査 小川 顕宏(39期)
(4)2020年度活動計画 会長 内田 泰裕(39期)
(5)60周年記念式典について 副会長 野村 智靖(39期)

Ⅱ．懇親会 17:30-18:30               司会 小堀 弘樹(57期)
灰岡 佑(57期)
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関係者外秘

(1)会長挨拶 ／ 会長 内田
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関係者外秘

(1)2019年度活動報告 ／ 会長 内田

月

現役支援 OB会活動

応援など タッチラグビー大会参加 OB会・４校・学校関係 幹事会

04月 春季大会応援 タッチラグビー大会(4/21) 4校幹事会(4/21)

05月 幹事会(5/19)

06月 合同チーム関東大会壮行会(6/22) タッチラグビー大会(6/16) OB総会(6/22)

07月 タッチラグビー大会(7/21)

08月 合同チーム関東大会応援 顧問先生暑気払い(8/20)

09月 秋季大会応援 タッチラグビー大会(9/29)

10月 教員OBOG飲み会(10/27)

11月 学内タッチラグビー(11/17) 【中止】タッチラグビー大会(11/24) 【中止】4校ラグビーフェスティバル(11/23)

12月 新人戦応援 タッチラグビー大会(12/8) 幹事会(12/22)

01月
タッチラグビー大会(1/26)

故梅原先生墓参り(1/11)
4校合同新年会(1/19)
校長新年挨拶(1/22)

02月 幹事会(2/23)

03月
【中止】学内タッチラグビー大会&
懇親会(3/28)

【中止】学生OBOG向け就活相談会(3/3)
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関係者外秘

(2)2019年度会計報告 ／ 会計 大野

計画

収支 項目 金額

収入 1 前年度繰越 1,000,000円

2 OB会費(50名) 150,000円

3 合計 1,150,000円

支出 4 現役支援(遠征費、ﾀｯﾁﾗ
ｸﾞﾋﾞｰ関係、懇親会)

100,000円

5 OB会活動(HP、ﾗｸﾞﾌｪｽ
関係、式典準備)

50,000円

6 次年度繰越 1,000,000円

7 合計 1,150,000円

結果

収支 項目 金額 補足

収入 1 前年度繰越 1,139,207円

2 OB会費＆寄付 241,232円 会費58名,寄付67千円

3 合計 1,380,439円

支出 4 現役支援(遠征費支援、
ﾀｯﾁﾗｸﾞﾋﾞｰ関係)

117,731円 遠征費50千円,ﾀｯﾁﾗｸﾞ
ﾋﾞｰﾕﾆﾌｫｰﾑ50千円

5 OB会活動(HP、ﾗｸﾞ
ﾌｪｽ保険、式典準備)

24,004円

6 次年度繰越 1,238,704円

7 合計 1,380,439円

詳細は次項
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関係者外秘

(2)2019年度会計詳細 ／ 会計 大野
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2020年6月20日（土）

１．収入の部

No. 項目 金額 備考
a-1 前年度からの繰越金 1,139,207        
a-2 OB会年会費3000円×58名 174,000           
a-3 OB会寄付 67,221            OB総会懇親会費差額を含む

a-4 4/1　10/1受取利子 11                  
1,380,439      

２．支出の部

No. 項目 金額 備考
b-1 【OB会活動】インターネット 6,994              サーバー代5,142円＋ドメイン代1,852円

b-2 【現役支援】関東選抜遠征費支援 50,432            支援代50,000円＋振込手数料432円

b-3 【OB会活動】17期井上先輩香典 5,000              
b-4 【現役支援】2019年度タッチラグビー登録費 10,000            
b-5 【現役支援】タッチラグビー利用ホイッスル 758                
b-6 【現役支援】タッチラグビーボール 4,590              
b-7 【現役支援】タッチラグビー用空気入れ 1,026              
b-8 【現役支援】タッチラグビーユニフォーム 50,925            ユニフォーム代50,800円＋振込手数料125円

b-9 【OB会活動】ラグビーフェスティバル保険料 7,330              保険料7,220円＋振込手数料110円

b-10 【OB会活動】ポロシャツサンプル 4,680              
b-11 次年度への繰越金 1,238,704        

1,380,439      

以上の通り　会計報告いたします。
会計担当　41期　大野　孝行
 会計担当  41期　中山　豊 　

2019年度の会計を監査した結果、収支内容が適正に処理されていることを認めます。
2020年5月11日　会計監査　39期　小川 顕宏
2020年5月16日　会計監査　57期　灰岡 佑　 

東京都立三鷹高等学校、三鷹中等教育学校ラグビー部OB会
2019年度(2019.4.1～2020.3.31) 　会計報告書

a 今期収入合計

b 今期支出合計



関係者外秘

(3)2019年度会計監査報告 ／ 会計監査 小川
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関係者外秘

(4)2020年度活動計画 ／ 会長 内田

<活動方針>

■目的
現役ラグビー部の強化・存続 (高三:3名、高一:1名)

■活動内容
OBOGの危機感共有と更なる結束（60周年記念式典契機）
関連ステークホルダーへの働きかけ
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関係者外秘

月

現役支援 OB会活動

応援など タッチラグビー大会参加 OB会・４校・学校関係 幹事会

04月 【中止】春季大会応援 幹事会(4/11)

05月 幹事会(5/17)

06月 OB総会(6/20)

07月

08月 【中止】合同チーム関東大会応援 タッチラグビー大会？ 顧問先生暑気払い 幹事会（式典）

09月 秋季大会応援 タッチラグビー大会？ 幹事会（式典）

10月 タッチラグビー大会？ 教員OBOG飲み会 幹事会（式典）

11月 学内タッチラグビー タッチラグビー大会？
【中止】4校ラグビーフェスティバル
60周年記念式典(11/23予定)

12月 新人戦応援 タッチラグビー大会？ 幹事会（忘年会）

01月 タッチラグビー大会？
故梅原先生墓参り
校長新年挨拶

02月 幹事会（追出し）

03月
卒業生追い出し
学内タッチラグビー大会&懇親会

学生OBOG向け就活相談会

<活動計画＞
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関係者外秘

<予算計画＞
計画

収支 項目 金額 補足

収入 1 前年度繰越 1,238,704円

2 OB会費 300,000円
記念式典の参加人数想定100名

3 記念式典参加費 350,000円

4 合計 1,888,704円

支出 5 現役支援(ﾀｯﾁﾗｸﾞﾋﾞｰ関係、卒業追い
出し懇親会など)

100,000円

6 OB会活動(HPなど) 50,000円

7 OB会活動(記念式典) 1,050,000円 会場代・記念品代・来賓&現役負担等

8 次年度繰越 688,704円

9 合計 1,888,704円

9

・記念式典の開催に対し、参加費収入と費用（会場代等）の差額700千円をOB会活動費として負担
・記念式典の会計は、実施後、個別に報告予定



関係者外秘

(5)60周年記念式典について ／ 副会長 野村

60周年記念式典＆祝賀会を以下にて開催予定。
（新型コロナウイルスの感染状況によっては中止も）
・日時：11/23（月・祝）夕方
・会場：吉祥寺東急REIホテル
・予算：7,000円程度（OB会費含む）
・服装：自由
・出欠：9月末取り纏め予定

※記念品（MRFCジャージ模様のポロシャツ）のサイズも確認予定）
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関係者外秘

(参考)

OB会では、現役生とOBOGの皆さんがより簡
単・安全にラグビーを楽しめるよう、2018年
度から東京都タッチラグビー協会（エンジョイ
リーグ）に登録しました。ラグビーにハードル
を感じている方は、是非、こちらに参加下さい。
本活動は、現役生の受け皿（いきなりラグビー
は厳しいのでタッチラグビーから勧誘）の用意、
という主旨でスタートしてます。実際に、現役
生とも一緒に出場しています。
今後、開催日に合わせて参加者を募集します。
数分の出場でも応援だけでも良いので、是非参
加してください！
※大会主催：東京都タッチラグビー協会
（https://www.touchtokyo.org）

タッチラグビー大会への参加
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関係者外秘

(参考)

OB会ではFacebookのグループを立上げており、現在の
参加メンバーは190名（2020年5月5日現在）。300名
越えを目標に随時新メンバー募集中です！
現役の状況だけでなく、OB・OG皆さまの近況報告など、
色々な情報をアップしておりますので、参加していない
方はこの機会に是非、参加してください！
グループ名：三鷹高校ラグビー部OB会
URL：https://www.facebook.com/groups/mrfc.ob/
※グループへ参加するには、友達のグループリストやグ
ループ名で検索してグループへ移動するか、URL or QR
コードから直接グループへ移動して、[グループに参加]
をクリックしてください。

Facebookグループ（非公開）について
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関係者外秘

懇親会（17:30-18:30）

・乾杯
・現役活動報告（顧問先生）
・近況報告（自己申告 or 司会からご指名）
・〆の挨拶

※各自で飲み物等をご用意下さい。
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