H27.7.21
西南学院大学ラグビー部ＯＢ会 平成２７年度第２回幹事会

議事録
作成：古屋

■日時

平成 27 年 7 月 15 日（水）

19:00～20:20

■場所

西南コミュニティセンター

1F 控室

■出席者

（敬称略）73 期：衣笠
86 期：古屋
96 期：川原田

73 期：長谷川

86 期：石橋

（福岡市早良区西新 3 丁目）
74 期：渡辺

87 期：太田

75 期：伊藤、77 期：前田

88 期：下川

90 期：堺

93 期：黒木

85 期：中村
95 期：大曲

計 14 名

■内容
１．ＯＢ会の諸課題及び活動に関する事項
【審議事項】
(1)ＯＢ会費および強化費納入率促進施策
現状の納入状況等について説明【長谷川会計担当】
・2015.7.13 現在の年会費の納入額は 765 千円（153 名）、強化費の納入額は 552 千円（104 人）の
計 1,317 千円となっており、当初予算の 1,550 千円まであと 233 千円となっている。
・今年から実施した口座振替（5 月 27 日）で 445 千円の引落しによる納入がなされた。
・昨年の会費等納入者で今年納入されていない方が全部入金されたら、340 千円の収入が見込まれ
る。そうなると計 1,657 千円となり、当初予算額を超えることになる。
・現状の納入状況の特長としては、00 期以降のＯＢの年会費納入者が増えたこと、また、89 期お
よび 90 期のＯＢの納入者が増えたことであり、例年に比して進捗している要因と言える。
今後の取り組みについて意見交換
・00 期以降の納入者が増えた理由は？【85 期：中村幹事】
⇒

ＯＢ総会後に実施した「岩間先生の感謝の会」の参加者に 00 期以降の学年が多かったことも
あり、その際に納入をお願いした。

→

それでも 00 期以降の納入率は低いので、今後も主将等へ納入案内等取り組みが必要と考える。

・この 7 月にＯＢ会報と振込用紙を準備してＯＢ各位に案内をかけることとする。【渡辺事務局長】
・ＯＢ会報発送後、ＯＢ会ＨＰに年会費及び強化費の納入状況を掲載（毎月納入状況を更新）し、
入金依頼を行うこととしたい。【前田副会長】
⇒

参加者全員『同意』

・昨年の納入者で今年まだ納入されていないＯＢに対しアクションを行うこととする。80 期代は古
屋ＯＢ、90 期代は大曲ＯＢが中心になって声掛けする。その他は、学年の近いＯＢが声掛けする
ようにしたい。【古屋幹事長】
・9 月に予定する現役壮行会に対しても、参加できないＯＢに対し激励メッセージと寄付金賛同を
募り強化費に加えたい。【古屋幹事長】
⇒

参加者全員『同意』

・ＯＢ会報では、年会費、強化費（納入者に対しても更なる依頼含む）、壮行会寄付含めた会長挨
拶文とする。【渡辺事務局長】
・ＯＢ会ＨＰにバナー広告掲載することにより収入ＵＰも見込める。【太田副会長】
・現指導体制（外部コーチ）を維持するためには、少しでも多くの年会費および強化費の確保をし
ていかなければならない。【渡辺事務局長】
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・次回幹事会は 11 月となるが、その際は次年度の予算（案）の検討も必要となる。今年のＯＢ総
会で指摘がなされたが、今年の収入見込みによって、指導体制等を含めた費用のあり方について
大幅な見直しを考えなければならない。単純に年会費を増加して収入を増やすということにもな
らない。現時点においては何とも言えないが、先ずは今年の収入増に向けて協力をお願いしたい。
【古屋幹事長】
・今年度の予算執行状況について、今後毎月わかるようにしたい。【長谷川会計担当】
(2)創部９０周年記念行事について
90 周年記念行事の考え方およびスケジュールイメージの提案 【太田副会長】-別紙資料参照
・本件（90 周年記念行事）は、創部 100 周年に向けた取り組みと考え、経過措置とする。
・事業の目的は、現役/ＯＢ会/大学当局との結束と交流、支援体制の確立を目指し、併せて部員増
強に寄与する。また、90 周年記念事業は「収益事業」と位置付けする。
・記念式典の会場と実施日についてはできる限り早めに決めたいと考える。
・記念品は何をつくるか早々に決定し、90 周年事業を早くから取り組んでいきたい。物品によって
は受注生産方式（例えばレプリカジャージを作成するので先に集金する）とし収入源確保する。
そしてそこから事業費を捻出することが好ましい。
・記念誌は 80 年からの 10 年間分作成し、ＨＰ掲載するとか、、、
・記念イベント（招待試合/ＯＢ戦/現役遠征/講演会/主催大会）として何を実施するか、、
・実施する事項を予め決めてから、暫定予算を策定することになる。
・2015 年の取り組みについては、五役会→役員会を経て、次回 11 月の幹事会で一定の提案・了承
を受けたい。そして、90 周年事業の実行委員会を 2015 年度内に設置することとしたい。
・次年度のＯＢ総会では、実施内容、スケジュール等の提案・報告を行い、90 周年事業を開始する
こととしたい。
⇒

目的について参加者全員『同意』

今後の五役会および役員会にて実施内容等協議する。

(3)その他活動
次の予定に対して、ＯＢ同期等への支援等協力を募る
・夏合宿支援〔8 月〕・・・18（火）～23 日（日）田尻Ｇにて実施
・壮行会開催〔9 月〕・・・19 日（土）実施
※ＯＢ各位への参加募集と激励メッセージ及び寄付金募集
・シーズン観戦〔9～12 月〕・・・リーグ戦 7 試合中、田尻Ｇ開催 4 試合を中心に動員する。
【報告事項】
(1) ＯＢ会活動
高校指導者対応【渡辺事務局長】
・福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県の計 92 校のラグビー部指導者宛に
『学校案内（西南学院大学 入試センター 入試課作成）』をＯＢ会長名にて送付した。
入試制度の活用【衣笠会長】
・高校ラグビー指導者等に対し、各種推薦入試制度を活用し西南を受験してもらうようラグビー部
ＯＢ会として活動（訪問説明）する予定である。
・実施にあたっては、五役会メンバーを中心に各種推薦制度および訪問する高校等を精査する。
２．現役活動について

【川原田ディレクター】

(1)春シーズンの報告
7 試合実施
・5 月 10 日

→ 2勝
長崎大学

・5 月 17 日 九州共立大学

28-33

●

24-78

●
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・5 月 24 日

九州大学

43-59

●

・5 月 30 日

久留米大学

52-10

○

・6 月 20 日

熊本大学

22-33

●

17-5

○

・6 月 27 日 大分大学

・7 月 4 日 立命館アジア太平洋大学
・7 月 12 日 福岡大学

14-71

中止
●

(2)夏合宿予定
練習開始・・・8 月 7 日（金）
・18 日～23 日 田尻グランドで夏合宿実施
※22 日（土）はレベスタでの日本代表対ウルグアイ代表試合を観戦予定
(3)秋季リーグ戦
リーグ戦日程（7 試合）
・9 月 26 日（土）16：00

久留米大学 〔田尻Ｇ〕

・10 月 3 日（土）15：00

立命館アジア太平洋大学

・10 月 17 日（土）15：00

琉球大学

・10 月 24 日（土）15：00

福岡教育大学 〔田尻Ｇ〕

・10 月 31 日（土）13：00

熊本大学

〔熊本〕

・11 月 15 日（日）13：00

大分大学

〔大分〕

・11 月 22 日（日）13：00

志學館大学

〔田尻Ｇ〕

〔田尻Ｇ〕

〔鹿児島〕

以上
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