
里 親 会 だ よ り 

                               （令和元年 5 月） 

□子どもの声から  

 

  ぼくは５年間柔道をしました。時には大変なこともありましたが、たくさんの人から

支えていただき、おかげでとっても楽しく柔道をさせていただきました。本当にありが

とうございました。中学では剣道部に入りましたが、これまでのご恩はぜったいに忘れ

ません。これからも柔道をしている小学生をよろしくお願いします。 ＜中１男＞ 

 

  今ぼくは白梅で柔道をならっています。Ｒ君が中学校へ入学してひとり減り、４月か

ら小１のＳ君が入り、４年のＭ君とで３人になりました。柔道の練習の休けい時間には

３人でいろいろ話し合っています。これからもがんばりたいと思います。 ＜小５男＞ 

 

 

□事務局からのお願い 

 

  令和の時代を迎え何事も新しい気持ちで取り組めるような雰囲気ですが、皆様方いか

がお過ごしでしょうか。来年は東京オリンピック・パラリンピックが控えております。

また２０２２年度には北陸新幹線が当地敦賀まで金沢から延伸し開業となります。今後

人や物資の交流が盛んになる時代になっていうことでしょう。  

  こうした中、皆様方には当園の子どもたちの為にいつも温かいお心をお掛けいただき

まして本当に有難うございます。お蔭様で「子どもたちの未来につながる活動」という

理念の下、『白梅学園心の里親会』は活動展開させていただいております。  

  つきましては、どうか本年も里親会活動の趣旨をご理解の上、何卒ご支援ご協力のほ

どよろしくお願い申し上げます。 

 

 

◎会費納入について  

 ◆会費は、一口 １，０００円からです。  

 ◆入会方法（会費の納入方法：①または②のいずれかでお願いします）  

  ① 同封の郵便振込用紙に必要事項を記入の上、最寄りの郵便局で会費を納入する。 

  ② 直接学園に会費を下記の用紙とともにお持ちいただく。  

                                ＜キリトリ線＞  

 

申  込  書  

（口 数）        口                    円 

納入年月日 平成    年    月    日  

 

住  所 

 

〒 

氏  名                           ㊞ 

 



□収入の部

項　　　目 明　　　　細 金　　額　(円) 前年度対比(円) 

前年度繰越金 ７８９，３２６ △ 53,138

会　　費 ８３個人、２団体 ２９６，０００ 44,000

預金利子 郵便通帳 ５ 3

雑 収 入 ０ △ 7,057

計  １，２３５，５３４ △ 16,192

□支出の部

項　　　目 明　　　　細 金　　額　(円) 前年度対比(円)

会報発送(82円×35通)　    2,870円

郵便振込み手数料(19件)    2,370円

切手（10円×9枚）購入　　　　90円

葉書(31枚＋書損含)購入    1,973円

会費　　　　　　　　　　 66,000円

育てる会費               24,000円

柔道少年団 入会費　　　　　　　　    2,000円

（３名） 昇級代　　　　　　　 　　 1,500円

用具代（道着・Ｔシャツ） 15,600円

保険料　　　　            1,500円

広告料（今尾杯） 　　　　10,000円

Ｗウィンズ ０ △ 191,675

練習御供　　　　　　　　　9,600円

鼓笛隊（６名） 合宿練習　　　　　　　　 13,500円 ２６，６００ △ 532

交流会（6送会含）　　　　 3,500円

学生会参加料　　　　　　 11,700円

春学おぢばがえり助成(5名)15,000円

ドッジボール　　　　　　　5,775円

敦賀RCすき焼き補填　　　　9,083円

西小学校運動会飲料　　　　　536円

計 １９６，５９７ △ 115,600

　　◇差引残高(収入－支出)   【令和元年度への繰越分】

１，０８５，３３１円－１９６，５９７円＝　８８８，７３４円

そ の 他 ４２，０９４ 37,764

平成３０年度白梅学園心の里親会収支決算書

通　信　費 ７，３０３ 1,243

１２０，６００ 37,600



平成３０年度に会費を納めていただいた方（順不同：敬称略） 

＜会費を納めていただいた方々＞ 

 

個人  ７７名 

団体  ２団体 

匿名  ５名 

 

※HP 掲載に当たり、個人情報保護の為、名前は伏せさせて頂きました。 

 

 

 

平成３０年度 心の里親会活動報告 

                      ＜柔道少年団活動は別紙＞ 

月 日 事務局 天理教少年会鼓笛隊（６名） その他 

5 

16 会報発送     

19   練習会   

20     天理ドッジボール大会 

30     敦賀西小学校運動会 

6 16   合同練習会   

7 
6   合同練習会   

26   おぢばがえり鼓笛発表会   

9 
3   つるがまつり鼓笛隊参加   

15   慰労会   

10 16   練習会 天理学生会（2人参加） 

11 16   練習会   

12 8   練習会   

1 18   練習会   

2 
3   練習会   

17     敦賀 RCすき焼き会 

3 
9   練習会 天理学生生徒修養会（1名参加） 

22     春の学生おぢばがえり（3名参加) 

 



平成 30年度 白梅柔道スポーツ少年団事業報告書 

 

【主活動】 

練習日 練習場所 年間日数 団員名 

毎週（火・水・金） 敦賀市武道館 150日 Ｒ（小６）・Ｒ（小４）・Ｍ（小３） 

 

【活動・大会等】 

事業名 実施年月日 開催場所 団員 

第 14回児玉杯少年柔道大会 30/4/1 越前市武道館 ２名（小６・４） 

合同強化練習会 30/4/29 県立武道館 ２名（小６・４） 

第 11回全国少年学年別柔道大会福井県予選 30/5/13 県立武道館 １名（小６） 

第 64回鯖江三六祭記念柔道大会 30/6/10 鯖江中央中 全員 

少年団暑中稽古 30/7/128 市武道館 全員 

福井県少年団強化練習会 30/7/29 県立武道館 全員 

みちのこ武道大会 30/7/3031 天理高校総合体育館 全員 

振武館柔道場合同練習 30/8/59 市武道館 全員 

福井県少年弾強化練習会 30/10/21 県立武道館 全員 

第 14回金井学園理事長杯少年柔道大会 30/10/28 金井学園体育館 全員 

第 20回今尾杯争奪柔道大会 30/11/4 中郷体育館 全員 

昇級審査 30/11/20 市武道館 全員 

高浜町少年柔道大会 30/12/2 高浜武道館 全員 

納会（藤沢選手の柔道教室） 30/12/16 市武道館 全員 

鏡開き 31/1/8 市武道館 全員 

少年団寒稽古 31/1/831 市武道館 全員 

合同強化練習会 31/2/20 市武道館 全員 

第 10回福井県オープン少年柔道錬成大会 31/2/10 県立武道館 全員 

トレーニング方法講習会 31/2/24 市武道館 全員 

少年団六年生を送る会 31/3/9 東洋紡クラブハウス 全員 

 

【レクリエーション等】 

事業名 実施年月日 開催場所 団員 

夏のレクリエーション 30/7/31 ナガシマスパーランド 全員 

振武館との海水浴とバーベキュー 30/8/5 田結海水浴場 全員 

栄養会（すたみな太郎） 30/11/30 すたみな太郎 全員 

 


