令和元年10月吉日
各

位
二宮真琴後援会「ＴＥＡＭ♡ＭＡＫＯサポーターズクラブ」

会長

『プロテニスプレーヤー二宮真琴
拝啓

小林

淳行

東京五輪金メダルに向けて』支援のお願い

時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は『プロテニスプレーヤ―

二宮真琴』に温かい声援

格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

二宮選手は地元広島市安佐北区の出身で、広島を離れた今も広島を愛し広島に思いをは
せ世界に羽ばたく選手です。
2018年のウィンブルドン選手権ではダブルスベスト4、昨年の全仏オープンで日本人ペア
初となる4大大会での決勝進出を果たし、見事準優勝の成績を収める等の輝かしい実績を
持ち、記憶に新しいところでは同年9月に広島で開催された国際大会「花キューピットオ
ープン」に出場し、ダブルスで準優勝を果たし、翌週の「東レパンパシフィックオープン」
では、日本人ペアで初となる優勝を飾り、現在ダブルス世界ランキング22位と日本人最高
位で今後の活躍も期待されている選手です。
又、昨年は広島県体育・スポーツ知事表彰、広島市民賞も受賞し、広島のスポーツ界に元
気と勇気をもたらしてくれました。
そこで今回皆様と一体となって、本人の目標でもある「東京五輪2020

金メダル」に向

けて二宮選手をサポートすべくプロテニスプレーヤー二宮真琴のオフィシャルホームペー
ジの開設及び後援会「ＴＥＡＭ♡ＭＡＫＯサポーターズクラブ」を設立する運びとなりま
した。
皆様にはより一層の熱いご声援、ご支援を賜りたく存じます。
つきましては、誠に恐縮ではございますが、『ＴＥＡＭ♡ＭＡＫＯサポーターズクラブ』
の趣旨をご理解いただき、ご支援を賜わりたく、ここにお願い申し上げる次第でございま
す。
皆様から頂きましたご支援金は本人の遠征費、活動費に充てさせて頂きます。

なお、サポートの内容につきましては、別紙のとおりとさせて頂きますので、何卒宜し
くお願い申し上げます。
敬具

『ＴＥＡＭ♡ＭＡＫＯサポーターズクラブ』入会のご案内
１．年会費

DIAMOND

supporters 年額

20万円

GOLD

supporters 年額

10万円

SILVER

supporters 年額

5万円

BRONZE

supporters 年額

3万円

FRIENDLY

supporters 年額

1万円(法人)

FRIENDLY

supporters 年額

5千円(個人)

＊振り込みをもって領収と代えさせて頂きますので
領収書は発行いたしません
２．募集期間

随時

３．申し込み方法

FAX若しくはメール

４．納入方法

振り込み

５．振込先

広島銀行 祇園支店 普通 3307129
名義 二宮真琴 後援会 会長 小林淳行
＊お手数ですが、振込手数料はご負担ください

６．ホームページ掲載

バナー広告を平成31年12月31迄掲載

単位：ピクセル

DIAMOND supporters バナーサイズ 250×45 縮小率25.0％
GOLD

supporters バナーサイズ 250×45 縮小率16.6％

SILVER

supporters バナーサイズ 250×45 縮小率12.5％

BRONZE

supporters バナーサイズ 250×45 縮小率

７．その他
＊DIAMOND supporters・GOLD supportersの方は本人のグッズを贈呈します。
＊すべての入会者に激励会のご案内及び現地からの写真とともにメールマガジンの送信並
びにオリジナルグッズをさせて頂きます。
DIAMOND supportersの方は１名無料ご招待させて頂きます。
ご招待以外の皆様は当日の会費を頂きご参加頂けます。
＊激励会の開催時期は本人のスケジュールの都合により未定です
決定次第皆様にご報告させていただきます。
８．問い合わせ先

ダイヤホーム有限会社

スポーツマネジメント事業部内

小林090-7128-6966
以上

『ＴＥＡＭ♡ＭＡＫＯサポーターズクラブ』入会申込書

FAX
メール

０８２－８７１－５２２０
daiya@leaf.ocn.ne.jp

ホームページバナーがありましたら併せてメールを頂きたいと思います。
バナーのメールが無い場合は、こちらで作成添付させていただきます。
バナーをこちらで作成の場合のデザインについては一任とさせて頂きます。

申込日

令和

年

月

日

御社名（個人名）
御社担当者名
住所
連絡先／ＴＥＬ
ＦＡＸ
Ｅ－ｍａｉｌ
リンク不要の場合はこちらに不要とお書きください

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ

FRIENDLY

20 万円

supporters の方は掲載がありません。

・

10 万円

・

5 万円

・

3 万円

申込金額
（FRIENDLY supporters

法人 1 万円

・

個人 5 千円）

ＨＰにてリンクを貼らせて頂きますので、ご了承下さい。

オフィシャルホームページ
https://makotoninomiya.com/

『ＴＥＡＭ♡ＭＡＫＯサポーターズクラブ』規約

第一条（名称）
本会は、プロテニスプレーヤ―二宮真琴後援会「ＴＥＡＭ♡ＭＡＫＯサポーターズクラブ」(以下本
会という)と称する。

第二条（目的）
本会は、プロテニスプレーヤー二宮真琴選手の活動理念に賛同し、支援・応援するとともに、会員
相互の親睦を図ることを目的とする。

第三条（活動）
本会はその目的を達成するため、次の活動を行う。
1. 二宮選手の選手活動に対する物心両面にわたる支援
2. 選手活動を支援する為の寄付金及び会費の募集
3. 二宮選手本人と地域社会との交流を図る活動
4. 二宮選手激励会などを開催
5. 会員相互の親睦を図る活動
6. その他本会の目的を達成するために必要な活動

第四条（会員）
本会の会員は、会の目的に賛同する個人、法人を及び、団体をもって構成する。

第五条（入会及び脱退）
1. 入会手続きは、所定の申し込み手続きと、会費の納入を必要とする。
年会費は

DIAMOND supporters年額20万円、GOLD supporters年額10万、SILVER supporters年額5万

円 、 BRONZE supporters年額3万円、FRIENDLY

supporters年額法人1万円・個人5千円とする。

2. 本会の会計年度は毎年 1 月 1 日より 12 月 31 日までとし、会費は年会費として月割はしない。
3. 会員は、会員本人の申し出により脱退することが出来る。
4. 会員資格の継続は、支払期日内に年会費を納めることにより、年度会員継続と認められ、翌年も同
じ方法をとる。
5. 会員は、企業名等を公式 HP 上に掲載するが、匿名でも可とする。

第六条（期間）
本会の期間は、二宮選手がプロテニスプレーヤーとして活動する期間とする。

第七条（組織・役員）
1. 本会の次の役員を置く
会長 1 名
役員 若干名
会計 1 名
会計監査

1名

2. 役員は無報酬とする
3. 役員の選任は役員会にて決定する

第八条（事務局）
本会の事務局を次の所在地に置く
広島市安佐南区西原 5 丁目 13－14

以上

ダイヤホーム内

二宮真琴後援会「ＴＥＡＭ♡ＭＡＫＯサポーターズクラブ」
会長

小林

淳行

参考資料：
役員一覧
顧問

巣守

佳之（巣守金属工業株式会社

代表取締役

広島市テニス協会会長）

顧問

松田 哲也（株式会社広島マツダ

会長

小林 淳行（株式会社紅菱住建

副会長

大野 昌志（株式会社体育社 代表取締役）

副会長

沖 運太郎（有限会社グローリー

副会長

林

副会長

荒谷 悦嗣（株式会社荒谷建設コンサルタント

副会長

森田 晋介（株式会社シーズ環境開発 代表取締役）

幹事

牛尾 雄史（株式会社メイワ 取締役）

幹事

新田 信雄（野村證券株式会社）

幹事

石木 誠治（日成プラント株式会社 専務取締役）

幹事

森澤 將司（ユニオンフォレスト

会計

二宮 達雄（株式会社ネクストホーム 代表取締役）

代表取締役会長兼 CEO）
代表取締役）

代表取締役）

太郎（福助タクシー株式会社 代表取締役社長）

常務取締役）

会計監査 光村 暢純（ミツヤ工業株式会社
事務局

流田聡一郎（有限会社 NB 興発

事務局

田頭 和茂（有限会社横田印房

＊令和元年 10 月 15 日現在

代表取締役社長）

代表取締役）

専務取締役）
店長）

