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2017年6月3日 
沼津東高校香陵記念館 
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2017年度 沼津東高校サッカー部父母の会 総会 

１．父母会長挨拶及び 
  2016年度父母の会活動報告 
      会長 縄田雄美 
 
２．2016年度サッカー部活動報告 
      監督 市川  大  先生 
 
３．2016年度サッカー部会計報告 
      顧問 中村英洋 先生 
 
４．2016年度父母の会会計報告 
      会計 吉本理恵 
 
５．2016年度父母の会会計監査報告 
      理事 内藤優子 
 
６．新役員選出 
      会長 縄田雄美 

  ７．旧役員退場 
 
  ８．2017年度サッカー部活動計画(案) 
       監督 市川  大  先生 
 
  9．2017年度父母の会活動計画(案) 
       新執行部 
 
10．2017年度父母の会予算(案) 
       新執行部 
 
11．閉会 
 
12．その他 
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2016年度 父母の会 活動報告 
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会長   縄田 幹   親 父）雄美 母）真由美 

副会長  村山 凛成  親 父）一成 母）香織 

副会長  松村 大輝  親 父）賢三 母）典子 

会計   吉本 謙信  親      母）理恵 

理事   渡部 寛太  親      母）美穂子 

理事   内藤 雄大  親      母）優子 

役割 担当 

イベント開催 縄田、村山、松村、吉本、梅澤 

市川先生からの連絡事項展開(メール) 縄田 

公式戦、合宿のお知らせ(メール)  縄田 

全試合の結果展開（メール） 村山 

父母会WebSite 松村 

写真撮影、facebook投稿 梅澤 

OBへの連絡  梅澤 

会計補佐  町田 

初蹴り用品管理  町田、松沼、加勢、天羽、梅澤、村山、松村、吉本、縄田 

差し入れ、買い出し  村山、松村、吉本、縄田 

2016年度 沼津東高校サッカー部父母の会 執行部 

※項目別に役割分担を行なって対応 
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日時 イベント名 会場 

2016/06/04 (土) 総会 沼津東高校香陵記念館 

2016/06/11(土) 沼東サッカー部70回記念式典 スルガヒル 

2016/07/02 (土) 父母会(1,2年生)懇親会 フーディアムバンケット 

2016/07/18 (祝) 謝恩会 & 3年生送別会 
 ※ 2,3年の生徒と父母 

沼津リバーサイドホテル 

2016/08/15 (月) 
      ～18 (木) 

夏季合宿 
 ※サポート、応援 

波崎 

2016/09/03 (土) 選手権 壮行会(懇親会) フーディアムバンケット 

2016/12/10 (土) 新春初蹴りの炊き出し説明会 
 ＆ 新人戦 壮行会(懇親会) 

フーディアムバンケット 

2017/01/03 (火) 新春初蹴りの会 沼津東高校グランド 

2017/03/25 (土) インターハイ壮行会(懇親会) 
 ※選手も参加 

海人 
 

活動方針 
(1)生徒の自主性を尊重し、サポート・応援を実施 
(2)父母会メンバー自身が沼東サッカー部のサッカーを楽しむ！ 
(3)項目毎に役割分担（前頁）を行ない、皆で協力して対応 

主要イベント 
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（1）2016年6月４日(土) 2016年度 総会 @沼津東高校香陵記念館 

（2）2016年6月11日(土) 沼東サッカー部70周年記念式典 @スルガヒル 

好天の中、式典は盛大に 
開催され成功裏に終了！ 
 
父母会は父を中心に会場の
設営等で協力しました。 

縄田は初っ端から仕事の都合で欠席。 
松村副会長を中心に活動方針の説明等 
対応してもらいました。 
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（3）2016年7月2日(土) 父母会懇親会 @フーディアムバンケット 

（4）2016年7月18日(祝) 謝恩会&3年生歓送会 @沼津リバーサイドホテル 

和気あいあいとした良い 
雰囲気の会でした。 
お世話になった先生方への 
感謝の気持ち、69回生の 
受験に向けてエールを 
送りました！ 

父母会メンバー間の親睦と 
“沼東サッカー部愛”を深め 

ました！ 
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（5）2016年8月15日(月)～18日(木) 夏季合宿 @波崎 

（6）2016年9月3日(土) 選手権壮行会（懇親会）@フーディアムバンケット 

有志で応援とサポートに 
行きました。 
氷の差し入れが好評でした！ 

長田さんの選手権講座を聞き、理解を 
深め、沼東の必勝を誓いました。 
選手たちは頑張り、県ベスト32になり、 
藤枝東と戦いました。 
この時もアウェーとは思えないほどの 
大応援団でした！ 
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（7）2016年12月10日(土) 新春初蹴り炊き出し説明会＆新人戦壮行会 
                      @フーディアムバンケット 

（8）2017年1月3日(火) 新春初蹴りの会 @沼津東高校グランド 

ジンクス通りの晴天の下、 
伝統ある沼津東高校 
サッカー部OBの方々の 
おもてなしをしました。 
父母会は会場の設営や 
400人分のカレーライス、 
豚汁作り等を行ないました。 

初蹴り会の炊き出し等について 
役割分担と作業内容の確認を 
行ないました。 
また、70・71回生にとって 
同学年とのガチの戦いとなる 
新人戦に向けて父母会メンバー 
の士気を高めました。 
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（9）2017年3月25日(土) インターハイ壮行会 @海人 

 無料で作成可能、簡易的に管理可能な『父母の会のHP』を立ち上げました。 
 取り扱いマニュアルを作成、次期幹事へ引き継いで行きます。 

 １年間、父母会活動にご理解・ご協力、そして試合の応援や 
 懇親会等にご参加頂き、ありがとうございました！！ 

約100名が集い、生徒たちはインハイに向けて各自の決意表明を行ないました。 

【父母会HPの作成】 
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2016年度 父母の会 会計報告 



12 

2016年度 父母の会 会計報告 
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2016年度 父母の会 会計監査報告 
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2016年度 父母の会 会計監査報告 

 

 

    当日、会長・会計、監査役の署名、捺印済 

    用紙の写真を撮り、貼り付ける 
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2017年度 父母の会 新役員選出 
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会長   内藤 雄大  親 父）健一 母）優子 

副会長  後藤 大輝  親 父）知弘 母）貴子 

副会長  渡部 寛太  親 父）雅人 母）美穂子 

会計    一ノ瀬 圭規  親 父）孝夫 母）敏江 

理事   長田  心    親 父）恭明 母）佐知子 

理事   木村 優太  親 父） 誠   母）ゆきの 

2017年度 沼津東高校サッカー部父母の会 執行部 

2017年度 父母の会 新役員選出 


