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平成 25年度 ＤＲＣ総会 

 

日 時   平成 25年 3月 9日(土) 15:00～ 

会 場   新島会館 

 

プ ロ グ ラ ム 

１．物故者への黙祷 

１．会 長 挨 拶     井上 治美 ＤＲＣ会長 

１．議 長 選 出 

（1）審 議 事 項 

①第 1号議案     平成 24年度 事業報告承認の件 

②第 2号議案     平成 24年度 ＤＲＣ収支計算書承認の件 

③第 3号議案     平成 24年度 事業基金収支計算書承認の件 

④第 4号議案     平成 25年度 事業計画案承認の件 

⑤第 5号議案     平成 25年度 ＤＲＣ予算案承認の件 

⑥第 6号議案     平成 25・26年度 役員案承認の件 

⑦第７号議案     会則改正の件 

⑧そ の 他 

 

 

（2）報 告 事 項 

①部長、副部長、監督 紹介 

②現役役員紹介 
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（1） 審 議 事 項 

 

① 平成 24年度 事業報告（H24.4.1～H25.1.31） 

４月２２日 評議員会 （京都タワーホテル） 

５月 ５日 総  会 （田辺 多目的ホール） 

６月２０日 常任評議員会 （京都タワーホテル） 

９月１５日 評議員会 （京都 レストラン菊水） 

１２月１日 現役激励会 （大阪 がんこ桃谷店） 

１２月１１日 常任評議員会 （京都タワーホテル） 

   

     

② 平成 24年度 ＤＲＣ収支計算書（H24.4.1～H25.1.31） 

前期繰越金 313,294 援助金 1,500,000

OB会費 3,324,000 強化費 2,500,000

支部分担金 1,300,000 コーチ補助 525,200

広告収入（イヤーブック除く） 640,000 通信費 496,776

バナー広告収入 2,660,000 印刷費 1,285,101

激励会費 184,000 慶弔費 78,750

イヤーブック収入 1,135,500 会合費 87,000

その他収入 1,331,542 激励会費　(内、現役126名） 814,000

　　 主な内訳：　　　　　　ｾｰﾀｰ代 773,000 総務委員会費 0

京都ｸﾚｼﾞｯﾄｻｰﾋﾞｽ 96,971 財務委員会費 0

グッズ売上 316,500 広報委員会費 0

寄付金 115,000 戦略委員会費 0

生活・就職支援委員会費 0

リクルート委員会費 327,160

DRCハウス運営費 117,600

監督活動費 0

戦略活動費 0

九州支部活動費 0

東海支部活動費 0

イヤーブック関連 1,260,000

その他支出 1,484,474

　　主な内訳：　　　　　　　　ﾈｸﾀｲ代 173,275

花園出場校祝金 150,000

協会登録料 90,500

祝金（日本代表、京大他） 125,000

震災義援金（学校法人同支社へ） 228,041

お弁当代（慶応大学） 250,284

残　　　高 412,275

合　　　計 10,888,336 合　　　計 10,888,336

注）24年度未払金としてコーチ補助1.0百万円、監督活動費0.3百万円、戦略活動費0.6百万円あり

収入の部（円） 支出の部（円）
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在 庫 表（H25.1.31現在） 

 前期残数 仕入 売上 贈呈 残数 在庫金額(円) 

ゴールドネクタイ 0 60 2 27 31 4,000 

シルバーネクタイ 41 40 54 0 27 113,000 

タイピン 54 50 49 0 55 50,500 

エンブレム 51 50 49 0 52 149,000 

合計金額 316,500 

 

 

③ 平成 24年度 事業基金収支計算書（H24.4.1～H25.1.31） 

　　三井住友銀行　天王寺駅前支店　口座 単位（円）

前期繰越金 0

合計 0 0

繰越金 0

＊　2012年度よりイヤーブック等の会計管理口座として使用

収入の部 支出の部

 

 

 

監 査 報 告 書 

平成 25年 3月 9日 

同志社ラグビークラブ 

  会 長  井上 治美 殿 

                     会計監査役  天谷 光郎 

橋本 茂樹 

中村  誠 

  

私は、同志社ラグビークラブ本部の平成 24年 4月 1日から平成 25年 1月 31日までの、

会計年度における財務の執行を監査するため理事会に出席するほか、財務委員から収支

の内容を聞き、平成 25年 2月 13日に重要な会計書類を閲覧しました結果、次のとおり

報告いたします。 

 

１．収支決算書の内容は適正かつ正確なものと認めます。 

２．財務委員の職務の遂行に関しては、不正の行為もしくは規約に違反する事実は認め

られません。 

以 上
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④ 平成 25年度 事業計画（案）（H25.2.1～H26.1.31） 

２月 ２日 評議員会 （京都 レストラン菊水） 

３月 ９日 総  会 （ 新 島 会 館 ） 

６月１９日 常任評議員会 （京都タワーホテル） 

９月１４日 評議員会 （ 京 都 ） 

１１月か１２月 現役激励会 （大阪  又は  京都 ) 

１２月１１日 常任評議員会 （京都タワーホテル） 

       

⑤ 平成 25年度 ＤＲＣ予算（案）（H25.2.1～H26.1.31） 

前期繰越金 412,275 現役支援に関する支出 9,800,000

OB会費 5,000,000 援助金 1,500,000

支部分担金 1,300,000 強化費 2,500,000

広告収入 1,000,000 コーチ補助 2,500,000

バナー広告収入 5,500,000 激励会費 900,000

激励会費 300,000 戦略委員会費 100,000

その他収入 1,350,000 DRCﾊｳｽ運営費 200,000

監督活動費 300,000

東京支部借受金 2,000,000 戦略活動費 600,000

リクルート委員会費 1,200,000

DRC運営に関する支出 5,062,275

通信費 600,000

印刷費 1,300,000

慶弔費 100,000

会合費 100,000

総務委員会費 50,000

財務委員会費 50,000

広報委員会費(ｲﾔｰﾌﾞｯｸ制作費含む） 1,300,000

生活・就職支援委員会費 50,000

九州支部活動費 50,000

東海支部活動費 50,000

その他支出 1,412,275

平成24年度未払金 2,000,000

合計 16,862,275 16,862,275

収入の部 (円） 支出の部  (円）

内訳：コーチ補助1.0百万円、監督活動費0.3百万円、戦略活動費0.6百万円他
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⑥ 平成 25・26年度 役員案承認の件 

名誉顧問 久米　淳介 S22 常任評議員 石瀬　治武 S43 会　長 井上　治美 S42
名誉会長 安村　清 S32 〃 渡邉　定雄 S43 副会長 狩野　均 S50

上席評議員 桜井　昭美 S25 〃 石塚　広和 S43 　〃 平井　俊洋 S50
〃 廣畠　登 S29 〃 伊藤　武 S43 　〃 合谷　正一郎 S51
〃 山口　愛彦 S29 〃 渡辺　脩 S43 　〃 大西　一二 S52
〃 永井　健次郎 S30 〃 飯降　幸雄 S44 　〃 林　　 敏之 S57
〃 西出　堯 S30 〃 村上　純一 S44 監　事 天谷　光郎　 S50
〃 澁谷　浩一 S35 〃 村岡　正啓 S44 　〃 芳森　渡 S54
〃 中村　直勝 S35 〃 岩切　修 S45 　〃 中村　誠 S55
〃 松下　圭一 S36 〃 宮本　利亮 S45 理　事 中村　公紀 S53
〃 中島　誠二郎 S36 〃 福井　隆一郎 S46 　〃 長江　達也 S56
〃 小西　宏 S36 〃 長田　文隆 S47 　〃 久保　善暉 S56
〃 片木　幸男 S36 〃 徳原　永宅 S47 　〃 林　　 昌一郎 S56
〃 中得　四郎 S37 〃 村口　和夫 S47 　〃 白川　佳朗 S58
〃 宮地　克実 S38 〃 酒井　潤 S48 　〃 菅野　宏治 S58
〃 石塚　廣治 S39 〃 谷本　孝史 S48 　〃 増井　宏行 S58
〃 坂井　健治 S39 〃 野中　喜好 S49 　〃 圓井　良 S60
〃 原　　 幸一郎 S40 〃 宮崎　東代治 S49 　〃 漆崎　博史 S60 （東海支部）
〃 今村　健三 S40 〃 尼田　勝彦 S49 　〃 宮本　勝文 S63
〃 橋本　武志 S40 〃 北畠　裕久 S49 　〃 池内　信司 H01
〃 平澤　裕 S40 〃 桐山　輝夫 S51 　〃 市川　晃 H01
〃 黒田　毅 S40 〃 黒田　英彦 S51 　〃 井上　嗣浩 H01
〃 松山　均　 S41 〃 吉田　勝 S51 　〃 小島　正也 H01
〃 孝橋　政明 S41 〃 橋本　茂樹 S54 　〃 近藤　千晴 H01
〃 鳥居　三郎 S41 　〃 兼元　邦浩 H02
〃 藤川　由武 S42 　〃 中島　宏介 H02
〃 山本　喜晴 S42 　〃 平山　浩篤 H02 （東京支部）

　〃 澁谷　豪彦 H03 （東京支部）
　〃 青井　成親 H04 （東京支部）
　〃 川井　圭司 H05
　〃 舘本　珠美 H05
　〃 永山　宣泉 H05
　〃 長谷川　貴司 H07
　〃 石田　珠貴 H08
　〃 川嵜　拓生 H12 （九州支部）

平成２５・２６年度　役員（案）
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⑦  会則改正の件 

第 2章 役員 第 8条（役員の構成）1項の理事の定数を変更 

現在 25名以内を 30名以内に改正。 

 今後平成卒の若い OB が理事に入って頂くにあたり、理事会運営の為にも

増員したい。 

 

⑧  そ の 他  

 

 

 

 

 

（2） 報 告 事 項 

① 平成 25年度  部長・副部長・監督 

部長  沖田  行司    

副部長  桂    良彦  

監督  山神  孝志   （Ｈ2 年卒） 

 

② 平成 25年度  現役役員 

主 将 秋山 哲平 （スポーツ健康科学部・東福岡高校） 

副 将 山下 祥平 （社会学部・京都成章高校） 

副 将 藤本 貴也 （法学部・長崎北陽台高校） 

主 務 倉津 正典 （社会学部・茗溪学園高校） 

寮 長 廣瀬 哲馬 （法学部・日川高校） 

   

時   間 対戦相手 場  所
4月6日(土)、7日(日) 関西セブンズ大会 未定 未定 鶴見緑地球技場、大阪体育大学

４月２１日（日） 14:00 長崎選抜 長崎
５月　５日（日） 同志社ラグビー祭 未定 未定 田辺Ｇ
５月１９日（日） 未定 早稲田大学 瑞穂
５月２６日（日） 京都ラグビー祭 未定 帝京大学 西京極
６月　２日（日） 未定 筑波大学 伊那
６月２３日（日） 未定 慶応大学 未定
６月３０日（日） 未定 関学 未定

*日程・場所・対戦相手は変更される可能性がありますので、詳細はHPを御参照下さい。

◎　2013年度　春の試合予定

日     程

 


