
西南学院大学ラグビー部OB会 会報

玄海の波
平成28年 3月

ご挨拶              OB会 会長  前田 茂春 (77期 )

謹啓
早春の候、OB・ OGの皆様におかれましては、ますますご清祥のこととお慶び申し

あげます。
平素は会の運営にあた り多大なるご支援、ご協力を賜 り厚 く御礼申しあげます。
さて私こと、先般開催 されました平成 27年度OB総会の決議により、衣笠前会長の後任

としてOB会会長に就任いた しま した。
OB会 の更なる発展 と現役強化に向け一層努力いたす所存でございますので、前任者同様

皆様のご支援を賜 りますようお願い申しあげます。
この場をお借 りして。重点的に取 り組んで参 りたい事を申し述べます。
まずは、OB会の若返 りでございます。平成も28年を数え平成世代のOB・ OG会員が

全体の半数を占めるまでになってお ります。平成 30年には西南学院大学ラグビー部 「創部
90周年」を迎えるにあた り、積極的に若い世代の参画を促 し、OB会 に新 しいパ ワーを

取 り入れたいと考えています。
二点 目は現役強化です。現役 との連携 をより強め、サポー トする体制をとることで現役強化

を図 りたいと考えています。 コーチ、ディレクターに若手OBが就任いただいたことも感謝

する次第です。OB会 として全力でフォロー していきたいと考えています。
三点 目は大学との連携強化です。今年は 「学院創立 100周 年」の記念の年であります。

我ラグビー部 も創部 90周年が近づいている今、新入部員獲得や現役支援 (物心両面)に
おいて学院 と更なる情報共有、連携強化を図つて参 ります。

以上の目的を持つて活動 していく所存ですが、これ らはOB・ OG会員の皆様のご支援 と
ご協力なくしては達成が叶いません。
今後 ともよリー層のご支援 ご協力のほど、重ねてお願い申しあげる次第です。
まずは、略儀ながら書中をもつてご挨拶申しあげます。

敬伯

* 27年度OB会総会の報告
日時 :平成28年 2月 13日 (土)11:00より 12:00よ り懇親会
場所 :西南学院クロスプラザ2階
内容 :事業報告・決算報告・役員改選・事業予定。予算 (決算・予算は添付資料をご参照ください)

*物故者の方々

大長 孝徳 様 (43期 ) 吉田 喜岡」様 (51期)  右田 和雄 様 (54期 )

小原 十二雄 様 (61期 )大 塚 隆 様 (62期)   脇野 有終 様 (69期 )

総会の出席者全員で黙祷をささげました。謹んでご冥福をお祈りいたします。

* 懇親会
3月 に定年を迎えられる岩間前ラグビー部々長のお祝いを兼ねて懇親会を行いまヒ/た。

*OB会 総会ならびに懇親会出席者氏名 (期 )

岡本信弘 (54)・ 竹若晴喜 (61)。 江村紀昭 (62)・ 花 田 宣夫 (63)長 野輝夫 (65)。伊達 成昭(66)
木津岩光 (68)・ 薄 善行 (69)。 中国 豊 (69)・都地 哲雄 (70)。 田原利章 (71)。 築地賢三 (71)
種子田 忠博 (71)・ 衣笠勝人 (73)。 長谷川直樹 (73)・ 土屋 岡1(73)・ 窪田輝樹 (74)

渡辺俊文 (74)・ 安部昌孝 (76)・ 田中龍美 (79)。 宮原信介 (81)。 中村淳治 (85)・古屋龍介 (86)
山下 麻由美 (86)・ 堀家 憲一郎伊藤 仁 (87)。 太田伸二 (87)・梶谷 勝昭 (87)。 伊藤 仁 (87ア )

因幡 敏幸 (89)。 平井 正明 (89)。 古田雅一 (90)・ 黒木 弘 (93)。 江田 英治 (93)
吉武 隆浩 (94)。 松本 義文 (95)・ 大定良平 (95)・ り|1原 田 和久 (96)・ 浅井修史 (98)
石川 陽二郎 (12)・ 谷 口 真一 (13)・ 後藤 弘之 (13)



総会出席 41名
懇親会出席 OB 38名 横尾ラグビー部長・岩間前ラグビー部長ならびに現役 28名

総計 68名 皆様ありがとうございました

*春 シーズンの予定 (詳細が決定次第、現役ブログやOB会ホームページに掲出します )

2月 2日 春シーズン練習開

'台3月 5日 卒業生 歓送会
4月 1日 入学式
5月 7日 練習ゲーム開始
5月   ボランティア活動
8月   合宿

*秋 季リーグ戦・決定戦予定 (日 程ならびに会場変更の可能性有 )

9/3(土 ) 九州共立大学   会場 :北九州

9/10(土) 福岡工業大学   会場 :福 岡
9/17(土 )  日本文理大学   会場 :大分
9/24(土 ) 福岡大学
10/8(土) 九州大学
10/16(日 ) 鹿児島大学
10/22(土) 熊本大学

会場 :福 岡
会場 :福岡
会場 :鹿児島
会場 :福 岡

11/5(土 )

ノノ

① 2位 -3位、② l位―

③6位 -7位、④5位 -8位
4位    会場 :北九州

会場 :熊本

11/12(土) ③の勝者一④の勝者  会場 :北 九州
〃     ①の勝者一②の勝者  会場 :北九州

※勝者は全国地区対抗戦出場

※勝者は全国大学選手権出場

*ラグビー部創部90周年記念グッズ販売
平成30年 (2018年 )の創部90周年へ向けて記念グッズを順次販売いたします。売上金の

一部は現役強化と記念事業の経費に充てさせていただきます。

購入申込書を同封しますので、ご協力をお願いいたします。

現在、現役マネージャーがブログを開設して日々の現役情報を公開しています。

http://yaplog.」 p/SW― rugby

OB会ホームページにも「OB総会」資料を掲出いたします。
「西南学院大学ラグビー部OB会」で検索

年会費¥5,000と、特別強化費として+α (5,000円 以上)をお願いいたします。

貴方の会費がOB会活動を支えています。貴方の力で活動を推進させてください。

銀行

福岡銀行 博多支店

普 通 口座  1654647
西南大ラグビー部 OB会 会計

*事 務局からのお願い
。連絡先住所や勤務地の変更があつた場合は、必ず事務局までご連絡をお願いいたしますc

・OB会々則に慶弔規定があります。該当の場合も是非ご連絡ください。
。OB会の会報・諸連絡をEメールで配信することに、ご賛同の方は事務局までご連絡ください。

また、年会費ならびに強化費の口座からの自動引き落としにご協力をお願いします。

連絡先は、携帯電話090-2394-3565(渡辺)メールアドレス tw10423@yahoooco.jp

郵便局
口座記号  口座番号
01790-6-75336
加入者名
西南大ラグビーOB会 特別強化基金



H28.2.14 

 

西南学院大学ラグビー部ＯＢ会  平成 27 年度総会 議事録 
 

作成：古屋 

■日時   平成 28 年 2月 13 日（土） 11:00～12:00 

 

■場所   西南学院大学 クロスプラザ （福岡市早良区西新） 

 

■出席者  西南学院大学ラグビー部ＯＢ ４１名 （別紙） 

 

■内容 

１．開会の辞 ・・・ 渡辺事務局長（74 期） 

・物故者への黙祷 

大長 孝徳様（43 期）※、吉田 喜剛様（51 期）、右田 和雄様（54 期）、小原 十三雄様（61 期） 

大塚 隆様（62 期）※、脇野 有終様（69 期）  ※は本年度判明 

 

 ２．会長挨拶 ・・・ 衣笠会長（73 期） 

   ・一部昇格の報告とその支援等に対する御礼 

・ＯＢ会への財政支援のお願い 

・創部 90 周年（2018 年）に向けた各種取り組みに対する協力依頼 

 

 ３．議長等選任 ・・・ 渡辺事務局長（74 期） 

   ・議長     古田ＯＢ（90期） 

   ・議事録作成  古屋ＯＢ（86期） 

 

 ４．議案審議  

   (1)決議事項 

    ①第 1号議案 平成 27 年度活動報告 ・・・ 渡辺事務局長（74期）より説明 

・活動報告 

  ｱ ＯＢ総会の実施 ⇒ H27.2.14 

ｲ 五役会の実施 ⇒ 2 月、5月、8月、9月、H28.1 月 

ｳ 役員会の実施 ⇒ 1 月、3月、6月、10 月 

ｴ 幹事会の実施 ⇒ 4 月、7月、11 月 

ｵ 会報の発信（郵送） ⇒ 2 月、7月、12 月 

ｶ 九州各県高校ラグビー部指導者宛へ学校案内等の郵送 ⇒ 6 月、9月 

ｷ 九州内高校指導者挨拶訪問 ⇒ 8 月 

ｸ 秋季リーグ戦壮行会の実施 ⇒ H27.9.19 

ｹ 西南学院体育会ＯＢ・ＯＧ総会・懇親会（学院 100 周年記念行事）⇒ H27.10.31 

     ～第 1号議案 挙手にて承認～ 

    ②第 2号議案 平成 27 年度決算報告・監査報告    （別紙） 

・決算報告 長谷川会計（73 期）より収支決算説明 

・監査報告 土屋監査役（73 期）より確認報告 

     ～第 2号議案 挙手にて承認～ 

    ③第 3号議案 役員改選 （◎新任 ○留任 ※変更） 

・顧問     ○坂本 譲（51 期）、○長野 輝夫（65 期）、○薄 善行（69 期） 

※衣笠 勝人（73 期） 

・会長     ※前田 茂春（77 期） 

・副会長    ※古屋 龍介（86 期）、○太田 伸二（87 期） 

・幹事長    ○古屋 龍介（86 期）副会長兼任 



・事務局長   ○渡辺 俊文（74 期） 

・会計     ○長谷川 直樹（73 期） 

・会計監事   ○土屋 剛（73 期）、○伊藤 興次（75 期） 

・広報     ○高山 有朋（88 期）、○浅井 修（98 期） 

・会報     ○末永 俊宏（00 期） 

・会計補佐   ※黒木 弘（93 期） 

・事務局長補佐 ◎古田 雅一（90 期） 

・幹事長補佐  ◎堺 幸高（90 期） 

・強化委員   ○宮原 信介（81 期）、※川原田 和久（96 期） 

・現役コーチ  ◎田中 敬太（12 期） 

・ディレクター ◎石川 陽二郎（12期） 

④第 4 号議案 平成 28 年度活動計画案 ・・・ 渡辺事務局長（74 期）より説明 （別紙） 

     ・五役会、役員会、幹事会開催スケジュールおよび会報発行、高校指導者宛対応等について説明 

     ～第 3号議案 挙手にて確認～ 

    ⑤第 5号議案 平成 28 年度予算案 ・・・ 長谷川会計（73 期）より説明 （別紙） 

     ・収支予算案について説明 

      Ｑ．学院 100 周年記念寄付金の費用を積立て金で賄うのは致し方ないが、ジャージ更改費用など学校

側に支援要請できるものは、しっかり学校側に対応し支援していただく努力をお願いしたい。〔69

期：薄ＯＢ〕 

      Ａ．学校側および同窓会側に協力依頼できるものはしっかりしていきたい。〔衣笠顧問〕 

     ～第 5号議案 挙手にて確認～ 

     

   報告事項 

    ①現役活動報告 ・・・ 川原田ディレクター（96 期）より説明 

     ・2015 活動実績（戦績含む）の報告  Ⅰ部昇格の詳細報告 

     ・2016 活動予定およびリーグ戦（予定）の説明 

    ②創部 90 周年事業の取り組み 

     ・2018 年の創部 90 周年の取り組みについて本年度より詳細検討開始 

      → 実行委員会の設置  ※委員長は衣笠前会長 

      → 記念式典の準備 

      → 記念品の準備・販売  

      → 記念誌の整備（80 周年記念誌以降の 10 年間について整備） 

     ・90 周年記念品の販売（第一弾）・・・ ポロシャツ・ハーフパンツ 

      → 「購入申込書」にて第１次申込み（ 2016.3.25 締切 ）開始  ※ＦＡＸ対応 

        ＊申込方法のメール対応要望あり〔89 期：平井ＯＢ〕・・・了承 

 

（3）その他 

    ①新ＯＢの挨拶 ・・・ 14 期：森永 将太 

                15 期：木塚 悠太 

                16 期：鬼塚 航平 

                16 期：田中 誠人 

                16 期：石橋 佳祐 

                16 期：春畑 陽平 

                16 期：山内 暢子 

    ②西南学院 100 周年記念同窓会（ 2016.5.14 ）の案内 

・ラグビー部ＯＢ会の参加チケット 15 枚（割当）についてＯＢ会費にて 2000 円／枚の補填 

 

 ５．閉会の辞 ・・・ 渡辺事務局長（74 期） 



西南ラグビー90周年記念ウエア購入申込書�
ドライポロシャツ（白）�

左胸4色プリント�
トラックハーフパンツ（グレー）�

右脚裾1色プリント�

販売単価（送料込）�

SS〜LL:3，800円�
        3L:4，000円�

販売単価（送料込）�

M〜LL:3，400円�
����  3L:3，600円�

素材：230g/㎡ダンボールニット�
ポリエステル100%�

SIZE（ウエスト）�
 M:76〜84�
  L:80〜88�
LL:84〜92�
3L:90〜98�

第1次申込締切：2016年3月25日（納品予定：4月下旬）入金確認後の発送となります。�
※返品不可のため、サイズをお確かめの上、FAXにてご注文ください。�
※締切後の申込は追加発注となるため、一律200円値上げとなります。�
※振込手数料はご負担ください。�

素材：150g/㎡メッシュ�
ポリエステル100%�

SIZE（身巾）�
SS:44�
  S:47�
 M:50�
  L:53�
LL:56�
3L:60�

FAX：095−811−7152�
お問い合わせ：太田（87期）�090−1875−4505�

振込先：十八銀行 観光通支店 普通 1010923 フェアキャッチ株式会社�

氏�名� （�����期）� 電話番号�
（携帯電話等）�

送り先� 〒�

ポロシャツ� ハーフパンツ�

サイズ� 単価� 数量� 合計� サイズ� 単価� 数量� 合計�

���合計購入金額� 円�


