
役職名 氏 名 卒年

名誉会長 六車 徹 S46

会長 大谷 豊久 S56

基金委員長 山田 哲夫 S48

副会長 木村 康之 S60

会計 近藤 太郎 S51

会計 杉谷 実 S62

監査 多賀屋 滋 S51

監査、ＩＴ担当 岡本 誠 S55

幹事長 棟方 克 H17

幹事 村野 淑人 S42

幹事 岡 和江 S44

幹事 稲葉 美津子 S46

幹事 亀田 延幸 S48

幹事 磯田 勝彦 S53

幹事 勝 治雄 S54

幹事 元 希子 S58

幹事 新津 真理子 S60

幹事 飯田 裕子 S62

幹事 松岡 潮美 H2

幹事 久代 智子 H14

幹事 永野 直子 H14

幹事 星野 雄馬 H16

幹事 柴田 優樹 H24

幹事 穴原 和真 H27

幹事 小野 真未子 H27

幹事 茂木 広宜 Ｈ27

幹事(総監督) 六車 徹 S46

幹事(男子監督) 秋元 康宏 S56

幹事(女子監督) 武藤 元禎 S50

幹事(男子コーチ) 佐々木 幸裕 S53

幹事(女子コーチ) 宇波 優佳 Ｒ２

卓桜会役員（案）

斉藤・三田基金報告

2020年度卓球部活動報告

収入合計 6,100,000円 内当年度収入1000,000円

支出合計 2,938,624円 ﾕﾆﾌｫｰﾑ、ｺｰﾁ料等に支出
3/3末残高 3,161,376円 2/3末残高2,161,376円

・全公式戦の全試合中止に加え、1年を通して
活動自粛が続きましたが、男子2名、女子1名
が入部いたしました。

・部員同士や監督コーチとの間で随時Zoomで
打ち合わせ行い、情報を共有いたしました。

2021年度卓球部活動予定
【新入部員の勧誘】
・前年同様、新入生と接触する機会が少ない
中で、活動の周知・部員獲得に努めます。

【リーグ戦のご案内】
・新型コロナウィルス感染症対策の一環で、
春季リーグ戦も中止になりました。
秋季リーグ戦に万全の態勢で臨めるよう、
練習に励んでまいります。

・本基金への寄付は全額現役卓球部の支援
のために使用する仕組みになっています。
・学習院大学への寄付の際、その使途を卓球
部に限定することができ、寄付金控除が受
けられます(４割が税還付対象）。
・優遇措置については以下のＵＲＬをご参照くだ
さい。
https://www.gakushuin.ac.jp/ad/bokin/tax.html
・これまで当基金に寄付をいただいた方
斉藤守弘様(３00万円他基金設立前100万円）
三田由美様（100万円）、六車徹様（150万円）
大谷豊久様(50万円）、 秋元康宏様（10万円）
・10万円より受付いたします。



2020年度活動報告

１ 現役援助
・ 公式戦、合宿等は中止⇒随時Zoomで情報
交換を実施
・ ジャージの継続支援については、ユニフォー
ムを含めて支援する方向で検討中

・ 斉藤三田基金を運用 基金を活用したプロ
コーチ指導、その他援助を企画中
⇒新年度に実施予定

２ ＯＢ・ＯＧ交流活動
・ 総会・懇親会は中止、メールで議事等送信
・ 四大学ＯＢ・ＯＧとのＺｏｏｍ会議開催
・ 甲南大学ＯＢ・ＯＧとのＺｏｏｍ会議開催
３ 運営管理
・ 役員会の開催 ７回開催（前年度７回）
Ｚｏｏｍの活用によるリモートでの実施

・ 住所名簿 総数600名（内 住所不明86名）
・ メーリングリスト 総数330名（前年比1名減）
・ 収支管理 会計報告参照
４ 広報活動
・ ホームページのリニューアルを実施
・ 桜友会 HPに四大ＯＢＯＧ戦、甲南戦を掲載
・ ホームページ 学習院大学卓球部・卓桜会
のＨＰに公式戦、練習試合の全結果を掲載
甲南戦の過去の戦績を掲載
OBOGイベントの写真なども掲載
http://www.gakushuintt.com

・ 前年度繰越金 1,773,042円
・ 20年度収入計 676,018円
・ 20年度支出計 213,660円
・ 次年度繰越金 2,235,400円

2020年度会計報告

新型コロナウイルスによる3回目の緊急事態宣
言が発令される中、卓球部の活動は対面での課
外活動の禁止、関東学生卓球リーグ戦の中止な
ど、大きな制約を受けています。
卓桜会においても、人が集まることを避け、オン
ライン会議(Zoom)による、役員会や他校との交流
を行ってきました。
このような状況を踏まえ、2021年度の卓桜会総
会は、Zoom会議により開催することを役員会に
て決定しました。進め方は、卓桜会メーリングリス
トにてご案内しますので、皆様のご協力をよろしく
お願いします。
2018年6月に卓桜会の会長となってからの3年
間、創部70周年記念祝賀会の開催、ホームペー
ジのリニューアルなどを実施してきました。また斉
藤三田基金も篤志のご厚情により充実してきまし
た。
今後、卓桜会をより活性化するため、今回の総
会において、会長を交代させていただきたいと思
います。
これまでの会員皆様のご支援に御礼申し上げ
るとともに、私自身も卓桜会の役員として、卓球
部および卓桜会の発展に努力してまいりますの
で、これからもどうぞよろしくお願い申し上げます。

2021年5月 卓桜会会長 岡本誠
2021年度活動計画

１ 主要イベントのスケジュール
・ 卓桜会総会⇒Zoom開催 6月12日 16時～
・ 四大学ＯＢＯＧ戦 10月 成城大学（予定）
・ 甲南戦 11月 学習院大学（予定）
・ 卓球場開放と納会 12月
・ 初打ち（1/3)
２ テーマ活動
・ 現役の支援
・ 卓桜会会員の親睦
・ 役員メンバーの活性化

・ 詳細につきましては、別添会計報告、予算案
をご参照ください。

2021年度予算案

・ 前年度繰越金 2,235,400円
・ 2１年度収入計 650020円
・ 2１年度支出計 495,000円
・ 次年度繰越金 2,390,420円

ご挨拶

１年間のＴＯＰＩＣＳ

◎当年度も斉藤守弘様が100万円をご寄付
・斉藤守弘様からは、複数年にわたり、多額の
援助を賜り、厚く御礼申し上げます。
現役部員支援のため、基金の有効な活用方法
を検討してまいります。
斉藤様には、御礼の品を贈呈いたしました。

会費納入及び寄付のお願い

※卓桜会の会計は、ＯＢＯＧの方からの会費に
より運営されています。

※また、卓桜会からの支出は、現役の支援のた
めに充てております。

※会費納入につきましては、口座振替のご利用
をお薦めいたします。

※振込による会費のお支払いや、寄付のご支援
につきましても随時承ります。振込先は以下
とおりです。

【口座番号】
三菱ＵＦＪ銀行六本木店 普通口座 1613531
ゆうちょ銀行 記号10160 番号 88984871
口座名義人 学習院大学卓球部卓桜会
【問合せ先】
近藤 太郎 kondo.taro@nifty.com
杉谷 実 tateyama.cedarvalley88@docomo.ne.jp

http://www.gakushuintt.com/

