
1

（別紙２）

平成 28 年 8 月

創部 100 周年記念事業準備委員会委員長

嶋田 誠（高 14 回、昭和 37 年卒）

「創部 100 周年記念事業」の準備・実施状況（報告）

      

１．記念事業の準備・実施状況

（１）記念試合の実施

① 浦和高校 OB チームとの試合（実施済み）

平成 26 年 11 月 1 日（土）午後 3 時～5 時

東京・三菱養和巣鴨グランド

オーバー60 歳 0：0 引き分け オーバー50 歳 2：1 勝利

② 第 23 回川淵杯・泉陽高校との定期戦及び OB 戦（実施済み）

平成 28 年 8 月 11 日（祭日）午後３時～７時

J-GREEN 堺・メインフィールド

現役Ａチーム戦 1：1 後 PK 戦 4：5 で敗北

③ 天王寺高校 OB チームとの試合（予定）

  平成 28 年 11 月 5 日(土)午後、J-GREEN 堺

（２）記念碑の設置

① 三国丘高校との協議調整（平成 28 年２月～４月）

学校長から設置の了承→記念碑の寸法、碑文等委員会案説明→学校長の意

見に沿って修正（大きさ縮小、横長→縦長）→学校長へ寄附申出書提出→府教

育委員会へ申請・認可→学校長から寄附採納通知書

② 設置場所

  三丘記念館（旧三丘会館）玄関前

③ 記念碑概要

  材質：山西黒（中国産）

寸法：上石（下石） 高さ 100（45）㎝、幅 80（100）㎝、厚さ 20（40）㎝

碑文：表面・部歌、裏面・全国大会出場歴及び川淵氏の功績
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④ 発注及び工期

製作・据付工事は中村建材工業所へ平成 28 年 4 月末発注済み、

基礎工事はキタケン工業へ 6 月末発注済み、

平成 28 年 10 月中～下旬に基礎工事後石碑本体据付

⑤ 費用寄贈者

竹ノ上蔵造・恵夫妻（恵さんは部歌作詞者故武井氏の 3 女、ご主人の蔵造氏は

故武井氏が創業した第一製版の社長）

⑥ 除幕式

平成 28 年 11 月 6 日（日）午前 10 時 30 分～10 時 45 分（準備作業は 10 時から）

参加者：三国丘高校学校長等関係者、竹ノ上夫妻、三国丘高校サッカー部顧

問・現役、三国丘 SC 会員、中村建材工業所代表

ロープ引手：山口学校長、現役代表、大西三丘サッカー東京会長、

川淵 SC 名誉会長、野村前 SC 会長、田守 SC 会長 計 6 名

（３）現役支援

   現役に贈呈

ユニフォーム 21 着、ボール 100 個

（４）記念祝賀会の挙行

平成 28 年 11 月 6 日（日）昼 12 時～午後 2 時 30 分（世話役集合 10 時、受付 11

時 15 分～）、ホテル・アゴラリージェンシー・堺

  ① 会次第（司会：小倉里美さん、高 16 回）

オープニング：写真撮影、黙とう

第 1 部：主催者挨拶（三国丘 SC 会長）、来賓祝辞（学校長、堺市長）

OB 代表挨拶（日本サッカー協会最高顧問・三国丘 SC 名誉会長）、

乾杯（前三国丘 SC 会長）

第 2 部：記念事業報告（委員長、記念碑寄贈者紹介含む）、

現役への寄贈品目録贈呈（SC 会長）、来賓紹介、

来賓祝辞（浦和髙 OB）、ゼネレーションパス（各学年代表）

   第 3 部：保護者会代表挨拶（小薮会長）、音楽演奏（田中家家族）

   第 4 部：現役サッカー部現況報告（現役顧問）、OB チーム現況報告

（OB 監督）、部歌斉唱、中締め（三丘サッカー東京会長）
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  ② 来賓予定者（カッコ内○印は複数）

学校長、教頭、学校事務部長、堺市長、現役サッカー部顧問（○）、

保護者会代表、三丘同窓会長、三丘体育会長、泉陽高校 OB 会代表、

天王寺高校 OB 会代表、浦和高校 OB 会代表（○）、記念碑寄贈者（○）、

演奏グループ（○）、司会者

（５）記念誌の発行

① 収録内容

・サッカー部（現役、OB）活動の 88 年（88 周年記念誌発行）＋12 年＝100 年の歩

み、現状、将来展望

構成は決定済、資料・写真・原稿等の収集は終了

・記念事業（１）～（４）の内容も収録、原稿、写真は順次用意

② 発行は、記念祝賀会終了後、12 月に予定
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２．記念事業の収支予算と現状

科目 単価、数量 金額 科目 金額

協力募金（三国丘SC会員） 約750名に依頼 4,000 同左 2,000 80名

（一口5千円）
竹ノ上氏寄附金 1,500 記念碑設置費用＋α

記念誌広告掲載料 5万円×20社 1,000 同左 800

記念祝賀会会費 1万円×100名 1,000 同左 有料100名、招待20名

記念誌販売代金 3千円×100冊 300 同左

1,000と300を足すと
合計 6,300 4,300 5,600

科目 単価、数量 金額 科目 金額

記念碑設置費 同左 1,182

除幕式費（現役昼食費含む） 同左 68

小計 1,300 同左 1,250

記念試合実施費 500 同左 300

記念祝賀会開催費 1,500 同左 1,200

記念誌発行費（発送費共） 800部 2,000 同左 1,800

現役支援費 ボール100個等 600 同左 650

記念品代 280 ｸﾘｱﾌｧｲﾙ、Ｔシャツ

事務費 300 同左 300

予備費 100 同左 100

6,300 5,880

創部100周年記念事業収支予算及び7月末時点の状況

備考
７月末時点予算

収入の部
単位：千円

備考
予算 ７月末時点見積

支出の部


