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●●●●３３３３月月月月９９９９日日日日（（（（日日日日））））のののの開幕戦開幕戦開幕戦開幕戦についてのおについてのおについてのおについてのお知知知知らせらせらせらせ    

  第一試合と第二試合の間に、開幕セレモニーを行いますのでご協力をお願い致します。 

  【タイムスケジュール】 

①11 時 45 分 ･･･ 第一試合終了 

      ②12 時 5 分 ･･･  第二試合チームの試合前練習終了 

（この間他の選手は両サイドでスタンバイ下さい） 

            セレモニー開始 

開幕宣言（野内事務局長） 

優勝旗返還（昨年優勝 B チーム木村晃監督） 

柴田親子真剣対決  

                  ＊都立日野高校でレギュラーだった柴田悟さん（20）が、 

父親であるコメッツ会員の柴田進さんと一打席の真剣勝負を行います 

            セレモニー終了 

③12 時 20 分 ･･･  セレモニー終了後、すぐに始球式（志村 貴美さん） 

                第二試合開始 

●●●●２２２２月月月月２３２３２３２３日日日日（（（（日日日日））））オープンオープンオープンオープン戦戦戦戦のののの結果結果結果結果    

  第一試合：Ｆ１１－１Ｄ  第二試合：Ｂ６－６Ｅ  第三試合：Ｃ４－６Ａ 

●●●●会費納入会費納入会費納入会費納入についてについてについてについて    

2012012012014444 年度会費年度会費年度会費年度会費のののの第二期第二期第二期第二期納入納入納入納入期限期限期限期限（（（（３３３３月月月月１５１５１５１５日日日日までまでまでまで））））をををを遅滞無遅滞無遅滞無遅滞無くおくおくおくお願願願願いいいい致致致致しますしますしますします。。。。    

 

＜会費年額と納入期限＞ 

会員資格 年額 納入期限 

正会員 ¥40,000 第一期 2 月 15 日まで、第二期 3 月 15 日まで 

分納額¥20,000（一括納入にご協力をお願い致します。） 

新入会員 ¥40,000 月額¥3,400  毎月 15 日まで 

シルバー会員 ¥10,000 2 月 15 日まで 

休会員 ¥6,000 2 月 15 日まで 

入会金 ¥3,000 入会時 

＜備考＞ 

１．保管管理上、事故が発生するおそれがありますので、グランドでの現金納入はご遠慮下さい。必ず振込みでお

願い致します。振込み受領をコメッツの領収書に代えさせて頂きます。 

２．振込みは会員本人名で振り込んでください。毎年振込み人不明の入金がみられます。 

COMETS NEWS
コメッツニュース 
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３．会費未納の場合は、試合場制限が厳しくなっています。期日に遅れないようご注意下さい。 

＜振込先＞ 

口座銀行：ゆうちょ銀行 店番：008 店名：００八（ゼロゼロハチ）  

種目：普通 口座番号：2281733 口座名義：東京コメッツ野球クラブ 

●●●●新入会員新入会員新入会員新入会員のごのごのごのご紹介紹介紹介紹介    

○布袋誠一郎（ほてい せいいちろう）さん 昭和４０年８月２１日生（４８歳） 

 東京都港区在住  所属 F チーム 背番号５２ 

○加藤輝久（かとう てるひさ）さん    昭和４６年５月１７日生（４２歳） 

 東京都品川区在住 所属 A チーム 背番号３４ 

   ○坂本 敏明（さかもと としあき）さん   昭和３７年３月２０日生（５２歳） 

    東京都板橋区在住 所属 B チーム 背番号００ 

   ○鈴木  実（すずき みのる）さん    昭和４２年３月３１日生（４６歳） 

    東京都板橋区在住 所属 F チーム 背番号４９ 

●●●●会員会員会員会員のののの異動異動異動異動    

○野坂英明さん（背番号７３）が、休会となります。肩の痛みが癒えれば正会員復帰希望。 

   ○長尾善弘さん（背番号１９）が、休会員に復帰となりました。 

○金子金次郎さん（背番号９３）が、退会となりました 

○岡地俊夫さん（背番号７９）が、退会となりました。 

    

●●●●全日本生涯野球大会全日本生涯野球大会全日本生涯野球大会全日本生涯野球大会へのへのへのへの参加者募集参加者募集参加者募集参加者募集    

   参加主旨・・・全日本生涯野球大会の主旨である「生涯現役で楽しい野球をめざす」に共感する有志を 

募り、大会で当クラブの存在を示し親睦を深める。 

実施日・・・平成 26 年 5 月 31 日（土）～6 月１日（日） 1 泊 2 日（当日公式戦はありません） 

場 所・・・長野県上田市 

試合数・・・勝敗に関係なく、１日目：１試合、２日目：２試合、計３試合 

交通手段・・・往復貸切バス 

費 用・・・２５，０００円(宿泊費、バス代含む) 

申込方法・・・メールアドレス：top-net@gol.com 

ファックス番号：04-7159-6526 広報担当鍋倉まで 

申込期限・・・平成 26 年 3 月 20 日まで 

今回今回今回今回はははは、、、、チームチームチームチーム参加申込金参加申込金参加申込金参加申込金（（（（30,00030,00030,00030,000 円円円円））））をををを昨年同様予算計上頂昨年同様予算計上頂昨年同様予算計上頂昨年同様予算計上頂きましたがきましたがきましたがきましたが、、、、参加者参加者参加者参加者にににに対対対対するするするする補助金補助金補助金補助金（（（（昨年実昨年実昨年実昨年実

績績績績ひとりひとりひとりひとり 5,0005,0005,0005,000 円円円円））））はありませんのではありませんのではありませんのではありませんので、、、、ごごごご理解理解理解理解とごとごとごとご協力協力協力協力をおをおをおをお願願願願いいいい致致致致しますしますしますします。。。。    

    

●●●●広報広報広報広報からのおからのおからのおからのお知知知知らせらせらせらせ    

   ○住所、電話番号、メールアドレス等の変更が有る場合は、必ず広報担当鍋倉まで 

（メールアドレス：top-net@gol.com、ファックス番号：04-7159-6526）連絡願います。 

   ○現在、コメッツニュースの郵送対象者は３７名です。今後ホームページが閲覧可能な方、メール配信可能

な方は、連絡願います。 
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●●●●２０１４２０１４２０１４２０１４年度予算表年度予算表年度予算表年度予算表（（（（2014201420142014 年年年年 2222 月月月月 16161616 日現在日現在日現在日現在）））） 

項目名項目名項目名項目名    見込見込見込見込みみみみ金額金額金額金額（（（（円円円円））））    備考備考備考備考    

正会員収入 2,680,000 67 名×＠40,000 

休会員収入 132,000 22 名×＠6,000 

シルバー会員収入 120,000 12 名×＠10,000 

納会収入 150,000 50 名×＠3,000 

【【【【収入合計収入合計収入合計収入合計】】】】    3,082,0003,082,0003,082,0003,082,000      

      

グラウンド代 847,200 23 試合 

審判及び記録員代 564,000 18 試合 

倉庫代 80,000   

用具費 80,000   

会議費 100,000   

印刷費 220,000   

総会納会費 460,000   

賞品代 100,000   

通信費 30,000   

事務用品費 10,000   

渉外費 24,000   

慶弔費 45,000   

保険料 157,250 85 名×＠1,850 

雑費  20,000   

還暦関連費 130,000   

長野生涯野球補助 30,000   

交際費 0   

周年誌積立金 0   

【【【【支出合計支出合計支出合計支出合計】】】】    2,897,4502,897,4502,897,4502,897,450      

 

【【【【野内事務局長所感野内事務局長所感野内事務局長所感野内事務局長所感】】】】    

最初の試算では今年の見込み収入から昨年度の支出実績を引くと何とマイナス 50 万以上！ 

予算は充分余るとタカをくくっていた私は、最低でも納会全員無料、さらに余った予算の使い方を色々考えてお

りましたがとんでもない！愕然とさせられました。 

 仕方なくあらゆるところを削らざるを得ませんでした。中でも大きいのは、交際費全面廃止、周年誌積立金 0、

還暦関連費 30 万→13 万、長野生涯野球補助 10 万→3 万。ここまで削ってもギリギリです。 

 正会員が 90 名以上いた頃と比べて軽く 100 万円以上収入が減っていますので、当然なんですが、思った以上に厳

しい現実です。 

そこでまたいつものおそこでまたいつものおそこでまたいつものおそこでまたいつものお願願願願いですがいですがいですがいですが、、、、一人一人一人一人でもよいのででもよいのででもよいのででもよいので知人知人知人知人ををををコメッツコメッツコメッツコメッツにににに誘誘誘誘ってってってって頂頂頂頂きききき、、、、財政難財政難財政難財政難からからからから救救救救ってくださるってくださるってくださるってくださる

ようおようおようおようお願願願願いいいい致致致致しますしますしますします。。。。    

 

以 上 


