
2009.5.16.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 担　当

代表者 中塚義実 中塚義実 中塚義実 中塚義実 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 統　括

代表代行幹事 高橋義雄 高橋義雄 笹原勉 本多克己 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 広報：ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ管理

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

仲澤眞 仲澤眞 内田正人 内田正人 田中俊也 田中俊也 田中俊也 田中俊也 田中俊也 高田敏志 企画：公開ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ

長岡茂 長岡茂 長岡茂 長岡茂 安藤裕一 安藤裕一 安藤裕一 安藤裕一 安藤裕一 阿部博一 企画：月例会

堀美和子 堀美和子 宇都宮徹壱 宇都宮徹壱 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 企画：月例会

監査役 笹原勉 笹原勉 仲澤眞 仲澤眞 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

会計兼名簿 川井寿裕 川井寿裕 川井寿裕 川井寿裕 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

（07～08年度は別） 岸　卓巨 岸　卓巨 岸　卓巨 （川井寿裕）

ＭＬ管理人 涌田龍治 涌田龍治 涌田龍治 涌田龍治 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

ＨＰ担当 本多克己 本多克己 本多・津田綾女 本多・津田綾女 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）

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

内藤隆 内藤隆 室田真人 室田真人 室田真人

中村敬 中村敬 中村敬 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（2000～2009）
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サロン2002：月例会決算（2008年度）
2009.2.28.

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 残　金 テーマ 会場

138 2008.4.23. 8 8,000 中塚義実、土谷享 10,000 室田真人　　5,000 0 -7,000 DUOリーグのトロフィーをアート感覚で 筑波大附属高校

139 2008.5.10. 7 0 中塚義実　　5,000 ？ -5,000 総会 味の素スタジアム・会議室

140 2008.6.27. 3 3,000 本多克己 10,000 根本いずみ★5,000 0 -12,000 サロン2002のホームページをリニューアルしよう 筑波大附属高校

141 2008.7.26. 24 ファジアーノ岡山のあゆみと今後 岡山国際交流センター・会議室

142 2008.7.31. 19 14,000 森山徹★、依藤正次※ 10,000 依藤正次　　5,000 0 -1,000 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 筑波大附属高校

143 2008.9.25. 11 8,000 安藤裕一※ 10,000 高田敏志　　5,000 0 -7,000 2008年のビッグイベント①北京五輪を振り返って 筑波大附属高校

144 2008.10.30. 10 7,000 相原正道 10,000 朝倉雅史★　5,000 0 -8,000 北京、ロンドン、そして東京へ 筑波大附属高校

145 2008.11.26. 29 19,000 庄司悟★、徳田仁※ 10,000 廣重求★　5,000 0 4,000 2008年のビッグイベント②EURO2008を振り返って 筑波大附属高校

146 2008.12.20. 20 お宝映像上映会兼忘年会 サッカー居酒屋「いなば」

147 2009.1.18. 40 タッグパートナーとしてのスポーツとアート 金沢21世紀美術館・会議室

148 2009.1.31. 62 地域からみたJリーグ百年構想 日本青年館・会議室

149 2008.3.29. 中村覚之助と日本サッカーの夜明け 那智勝浦町体育文化会館・大集会室

合　　計 233 59,000 -36,000

★は未会員、※はコーディネーター

総会のため特になし

出張サロンのため別会計

上映会・忘年会のため別会計

出張サロンのため別会計

出張サロンのため別会計

公開シンポジウムのため別会計



＜シンポジウム関係＞ ⇒19年度決算済み 2008.5.9.

収入の部 支出の部
科　目 金　額 科　目 金　額

参加費　（29名 X 1000円） 29,000 会場使用料 98,983

参加費　（9名 X 0円/学生・院生） 0 雑　費（コピー代） 550
演者謝礼金（@10000X３） 30,000

補助 120,533 演者交通費補助 20,000
収入合計 149,533 支出合計 149,533

＜報告書関係＞ ⇒20年度決算 2009.5.5.

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） 127,189
賛助金（個人） 0 振込手数料 0

宅急便送料 12,468
報告書バックナンバー売り上げ
　　　　　　　　　2005年度分：７ｘ@500
　　　　　　　　　2006年度分：４x@500

5,500
麻生→室田　2,740円
室田→会員　7,360円
雑費（室田）　2,368円

補助（サロン2002） 74,157
収入合計 159,657 計 159,657

＜シンポジウム関係＞ ⇒20年度決算 2009.5.5.

収入の部 支出の部
科　目 金　額 科　目 金　額

参加費　（55名 X 1000円） 55,000 会場使用料 70,350
参加費　（7名 X 0円/学生・院生） 0 雑　費 5,850

演者謝礼金（@10000X３） 30,000
補助 51,200 演者交通費補助 0
収入合計 106,200 支出合計 106,200

＜報告書関係＞→2009（平成21）年度事業として決算予定
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 10,000
賛助金（団体） 0

報告書印刷費（300冊） 0
賛助金（個人） 10,000 振込手数料 0

宅急便送料 0
報告書バックナンバー売り上げ
　　　　　　　　　2007年度分：

8,000

補助（サロン2002） 0
収入合計 18,000 計 10,000

演者交通費補助を、本来の「旅費」から出し、「シンポジウム関係」で収支つりあうようにした場合、2008

サロン2002 公開シンポジウム2007：収支決算書（案）

10,000×2(室田真人、麻生征宏）

ＤＵＯリーグ30,000円、三日市整形外科50,000円

サロン2002 公開シンポジウム2008：収支決算書（修正案）

10,000×1(室田真人）

笹原勉氏：10000円



salon2002　平成20年度総会資料（H20.5.10）

【収入の部】 （単位：円）

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

１．会費受入 489,000 0 0 462,000 △ 27,000

◆平成20年度会員：146名
21.5.15現在　133名から会費納入済
　　　　　　　　　13名は未納（うち1名は逝去）
20年度会費納入額：462,000円
21.5.11現在未納者：1.大久保尚彦、2.加藤貴之、3.窪田修、4.榊原孝彦、5.角南俊介、6.中村淳、7.平田生雄（21.4.3逝
去）、8.松本秀一、9.宮崎雄司、10村林裕、11.山内一郎、12山下則之、13.山中麻耶、以上13名（未納者に対しては、会
計担当から4/26及び5/10メールで督促。また、理事長からも5/7メールで督促。）

２．雑収入 1,013 0 0 899 △ 114
◆預金利息：544円（8月）、355円（2月）

３．前年度繰越金 400,987 0 0 400,987 0
◆19年度繰越金

計 891,000 0 0 863,886 △ 27,114

【支出の部】 （単位：円）

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

１．月例会補助 60,000 0 0 36,000 △ 24,000
■別紙参照
　 収入59,000円－支出95,000円＝36,000円

２．プロジェクト補助 350,000 0 0 335,357 △ 14,643
 

（１）シンポジウム補助 250,000 0 0 125,357 △ 124,643
■19年度シンポジウム報告書補助：74,157円（別紙参照）
■20年度シンポジウム補助：51,200円（別紙参照）
■20年度シンポジウム報告書は未完成のため、21年度において決算予定。

（２）プロジェクトその他補助 100,000 0 0 210,000 110,000
■ＨＰリニューアル料

３．事務費 460,000 0 0 384,424 △ 75,576
　

（１）諸謝金 30,000 0 0 10,000 △ 20,000
■サロンｉｎ高知報告書作成謝金：5,000円（山本英作氏）
■サロンｉｎ金沢報告書作成謝金：5,000円（割出勇也氏）

（２）旅費 150,000 0 0 155,160 5,160
■サロンｉｎ岡山（1.中塚義実氏30,000円、2.宇都宮徹壱氏30,000円、3.高原渉氏18,850円　以上3名78,850円支出）
■サロンｉｎ熊野（1.中塚義実氏26,890円、2.阿倍博一氏19,420円　以上2名46,310円支出）
■公開シンポジウム（演者：宮明透氏30,000円支出）

（３）印刷製本費 100,000 0 0 100,000 0
■会員名簿印刷：140部、82,000円
■サロン2002封筒印刷：200部、18,000円

（４）通信運搬費 50,000 0 0 11,300 △ 38,700
■名簿送料：11,300円（航空便、メール便料）

（５）借損料 10,000 0 0 0 △ 10,000
 

（６）雑役務費 110,000 0 0 105,870 △ 4,130

■振込手数料・ＡＴＭ時間外手数料：2,520円
■メーリングリスト登録料：15,750円
■メールによる月例会案内・報告通信役務：146名×50円×12ヶ月=87,600円

（７）消耗品費 10,000 0 0 2,094 △ 7,906
■ラベル用紙：1,920円
■名簿送付用セロテープ：174円

４．予備費 21,000 0 0 0 △ 21,000

計 891,000 0 0 755,781 △ 135,219

◆平成20年度収支決算（案）

１．収入金額 863,886 円

２．支出金額 755,781 円

３．次年度繰越額（１－２） 108,105 円【21年度繰越額】

平成20年度　サロン2002収支決算書



salon2002　平成20年度総会資料（H20.5.10）

【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 400,987 108,105 ▲ 292,882
　

２．会費収入 489,000 462,000 ▲ 27,000
◆平成２１年５月１５日現在会員数：１４１名
◆平成２１年５月１５日現在会費納入状況：９２名、３１０，０００円
◆会費納入予定額：４９名×＠３，０００円=１４７，０００円、２口以上会費納入予定者：５名×＠１，０００円=５，０００円

３．雑収入 1,013 895 ▲ 118
◆預金利息　等

計 891,000 571,000 ▲ 320,000

【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 60,000 35,000 ▲ 25,000
◆初回参加者は参加費不用
◆２０年度実績による△減

２．プロジェクト補助 350,000 140,000 ▲ 210,000

（１）シンポジウム補助 250,000 110,000 ▲ 140,000
◆平成２０年度報告書作成→２１年度決算
◆２０年度実績

（２）プロジェクトその他補助 100,000 30,000 ▲ 70,000
◆各種協賛　等
◆HPリニューアル料の△減

３．事務費 460,000 390,000 ▲ 70,000

（１）諸謝金 30,000 10,000 ▲ 20,000
◆専門家等による指導助言謝金　等
◆２０年度実績

（２）旅費 150,000 130,000 ▲ 20,000
◆理事会、出張サロン等への参加旅費　等
◆２０年度実績

（３）印刷製本費 100,000 100,000 0
◆会員名簿作成
◆サロン２００２専用封筒印刷　等
◆２０年度実績

（４）通信運搬費 50,000 30,000 ▲ 20,000
◆名簿・シンポジウム報告書等の送付（会員数の増）　等
◆２０年度実績＋名簿発送業者委託料

（５）借損料 10,000 5,000 ▲ 5,000
◆会議等会場借料　等
◆２０年度実績による△減

（６）雑役務費 110,000 110,000 0

◆月例会案内・報告作成費：１４１名×１２月×＠５０＝８４，６００円
◆メーリングリスト契約料
◆振込手数料　等
◆２０年度実績

（７）消耗品費 10,000 5,000 ▲ 5,000
◆宛名ラベル　等
◆２０年度実績による△減

４．予備費 21,000 6,000 ▲ 15,000
◆２０年度実績による△減

計 891,000 571,000 ▲ 320,000

平成２１年度　サロン2002予算書
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