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山雅後援会 2018年度 事業報告 

 

■後援会会員数・クラブ支援金 

◎法人会員数 192 口×30,000 円＝5,760,000 円（新規加入 34 口） 

◎個人会員数 763 口×10,000 円＝7,630,000 円（新規加入 167 口） 

◎クラブ支援金 

年会費合計 13,390,000 円の約 37％ 5,000,000 円  

 

■クラブサポート・地域貢献相互事業 

◎Ｙｅｌｌ実施 回収資源総量：3,987 トン（2017 年度 約 3,479t）  

協力収入 1,823,527 円 

 

■地域貢献事業 

◎3 月 31 日 第 16 回 日本一気持ちのいいスタジアム大作戦 

参加者：約 220 名 スタジアム内の清掃、近隣のゴミ拾い、トイレ掃除 

◎シーズンを通して Green＆Clean 作戦 ホームゲーム 20 回実施 

参加者：延べ約 350 名 皆勤者 2 名（全 20 試合参加）、精勤者 7 名（15 試合以上参加）、 

10 回以上賞→7 名 

◎8 月 4 日 松本ぼんぼん「松本山雅連」参加 

参加者：約 130 名 

◎9 月 22 日 第 17 回 日本一気持ちのいいスタジアム大作戦 

参加者：約 180 名 スタジアム内の清掃、近隣のゴミ拾い、トイレ掃除 

◎10 月 10 日  第 3 回山雅登山 木曽山脈の最高峰「木曽駒ケ岳」で山雅を叫ぶ！ 

「駒ケ岳全緑登頂！」 参加者：約 30 名 

◎10 月 21 日 第 4 回しんえこ＆山雅後援会ブラインドサッカー体験会 

参加者：約 100 名  

◎ホームゲーム全試合 MDP 封入作業業務委託 

ふれっ手、パノラマ、安曇野カンパニー、あいらいふ南原、第２共立学舎、ねくすと、コ

ムハウス・ゆいへ委託 

 年間通算 受託金額 ￥1,355,924- 委託金額 ￥1,513,152- ユース支援 ￥162,000- 

 

■会員関係事業 

◎2 月 18 日 山雅後援会第７回通常総会・親睦会（決起大会） 

参加者：約 350 名 ブエナビスタ 

◎8 月 26 日 会員親睦会 開催 

参加者：約 350 名 ブライトガーデン 

◎ハーフタイム・ピッチ一周事業 

 ホームゲーム２１試合 

 参加者：200 名超 

 

■クラブサポート事業 

◎TEAM VAMOS ホームゲーム運営 21 試合  

延べ参加人数 2,102 人／1試合平均 100 人 登録者 330 人 
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◎3 月 10 日 TEAM VAMOS 全体ミーティング 

 参加者：約 90 名 

◎6 月 2 日 普通救命講習実施 ＡＥＤ講習会 

 参加者：約 23 名 

 

■広報事業 

◎1 月 21 日 『マツモト・フットボール映画祭』共催（主催：マツモト・フットボール映

画祭 2018 実行委員会） 

参加者：約 300 名  

 

■サポートショップ事業 

◎サポートショップ加盟店 215 店舗 

 

■支部事業（※抜粋） 

【上田支部】 

◎山雅ＦＣ後援会員と長野県介護サポート事業とのタイアップ事業 

【塩尻支部】 

◎しおじり街元気カンパニー主催 塩尻エキサイティングビジョン（アウェイ戦 PV） 

◎11/17  J1 昇格決定セレモニー 

◎会員親睦会および会員増強 PR 活動 

【南信州支部】 

◎10/7 もみじマーケット in みのわ 

◎会員親睦会および会員増強 PR 活動 

【安曇野支部】 

◎1/27 年安曇野支部総会及び懇親会 

◎2/24 2018 シーズン前クリーン活動＆必勝祈祷 

◎6/3 信州安曇野ハーフマラソンにおける私設エイド 

◎10/14 リーグ公式戦 PV（パブリックビューイング） 

◎11/17 最終戦前クリーン活動＆優勝＆昇格祈祷 

【山形支部】 

◎3/9 会員親睦会 

◎9/23 ハーフタイム・ピッチ 1 周 

◎緑化作戦への参加 

【大町支部】 

◎3/31  J1昇格祈願＆懇親会 

◎6/3,10/6 小中学校アルウインサッカー観戦 

◎6/30  市立大町山岳博物館清掃ボランティアと交流会 

◎9/16 サポーター交流会 

◎11/11  山岳博物館（落ち葉）清掃ボランティアと雷鳥生態学習＆交流会 

◎12/1  J1 昇格祈願成就奉告祭及びだるまの開眼と支部忘年会 

【上土商店街支部】 

◎3/31 商店街緑の装飾 
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◎5/12 中央地区山雅応援ツアー 

◎6/17 女鳥羽川清掃 

◎8/18 上土商店街応援鑑賞会手伝い 

◎9/16 ハーフタイム・ピッチ 1 周 

◎11/11 上土商店街応援鑑賞会手伝い 

【岡谷支部】 

◎2/3 2018 キックオフイベント 

◎2/17 緑化計画協力 

◎3/13,26 松本山雅カイロ配布協力 

◎5/27 諏訪湖畔清掃（NPO 法人維新塾との共同） 

◎6/24 横断幕作成 

◎6/18,10/15 サポーター懇親会 

◎7/7 ハーフタイム・ピッチ 1 周 

◎7/19 後半戦うちわ配り 

◎11/16 パネルディスカッション 

◎12/3 優勝祝賀会 

◎ララビジョン岡谷・アウェイ戦 PV 協力 

【東京支部】 

◎2/4 2018 東京支部キックオフ 

◎2/11 ダンマク作成会 

◎2/25,3/11,8/4 全緑 Walk  

◎2/27~3/2 信州松本の観光・物産展@新宿西口広場 

◎3/11 交流会  

◎5/26 フットサル&PV  

◎8/25 体験バモス 

◎9/9 バーベキュー 

◎10/6 ハーフタイム・ピッチ一周  

◎10/27 味スタ 6 耐リレーマラソン 

◎12/16 忘年会 

【愛知支部】 

◎2/3 ダンマク作成会 

◎会員親睦会および会員増強 PR 活動 

【佐久平支部】 

◎2/3 佐久平支部＆佐久山雅会合同決起集会 in 大鷲 

◎3/24 小諸市緑化計画ポスター貼り in 小諸商店街 

◎3/31 佐久市緑化計画ポスター貼り in 佐久平駅前 

◎4/13 アルティスタ合同ポスター貼り in 中込商店街 

◎7/22 BBQ＆フットサル大会 in ICAM グラウンド in 松井農園 

◎9/2 佐久市緑化計画ポスター貼り in 佐久平駅前 

◎9/22 小諸市緑化計画ポスター貼り in 小諸商店街 

◎11/17 ピッチ一周事業 in アルウィン 

◎12/1 東北信合同祝賀会 in ホテル東急 REI 

 


