
H29.2.25 

 

西南学院大学ラグビー部ＯＢ会  平成 28年度総会 議事録  

 

作成：古屋 

 

 

■日時   平成 29年 2月 18日（土） 11:00～12:10 

 

■場所   西南学院 百年館（松緑館）  ※福岡市早良区西新 6丁目 

 

■出席者  西南学院大学ラグビー部ＯＢ・ＯＧ  ３４名 （別紙 1） 

 

■内容 

１．開会の辞 ・・・ 渡辺事務局長（74期） 

・物故者への黙祷 

西村強三様（50期）※、赤司 泰祐様（62期）、案浦誠一様（68期）、上田信幸様（69期） 

※は本年度判明 

 

 ２．会長挨拶 ・・・ 前田会長（77期） 

   ・西南学院が 100周年を迎え、ＯＢ会としても寄付等協力を実施した。 

・ラグビー部ＯＢの坂本先輩が中心となって取り組んだ戦争で亡くなられた西南の先輩方の弔い活動に

ついて、100周年記念行事のなかできちんと総括された。 

・現役の今シーズンの一部参戦に対し物心両面で支えた。 

・大学（交友課、学生課、同窓会）への働きかけを行った。 

・創部 90周年（平成 30年）に向けた各種取り組みに対する協力を依頼 

 

 ３．議長等選任 ・・・ 渡辺事務局長（74期） 

   ・議長     中村ＯＢ（85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 28年度活動報告 ・・・ 渡辺事務局長（74期）より説明（別紙 2） 

・活動報告 

  ｱ ＯＢ総会の実施 ⇒ H28.2.13 

ｲ 五役会の実施 ⇒ 1月、3月、5月、7月、10月、12月 

ｳ 幹事会の実施 ⇒ 4月、6月、9月、11月、H29.1月 

ｴ 会報の発信（郵送） ⇒ 2月、7月、12月 

ｵ 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 

ｶ 秋季リーグ戦壮行会の実施 ⇒ H28.8.28 

     ～第 1号議案 挙手にて確認～ 



    ②第 2号議案 平成 28年度決算報告・監査報告 （別紙 3） 

・決算報告 黒木会計補佐（93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 

 Ｑ. ジャージ更改にあたっては、大学側からの補助はなかったのか？〔69期：薄ＯＢ〕 

           Ａ. 同窓会への申し入れ時期が受付締切り後となり今年度の補助はＮＧとなった。 

              今年度はセカンドジャージについて手当をしてほしい旨、既にＯＢ会から同窓会宛に書面で

申し入れしている。現役側からも学生課（同窓会と協議される）宛に申請するよう指示して

いる。 

     書面でひな形を渡し現役より申請させるところまで準備している。 

     ～第 2号議案 挙手にて確認～ 

    ③第 3号議案 平成 29年度活動計画案 ・・・ 渡辺事務局長（74期）より説明（別紙 4） 

     ・五役会、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 

     ・幹事会を 90周年委員会として 90周年記念行事に関する事項の検討・協議を行う。 

Ｑ. 高校指導者への学校案内送付に関し効果を考えると、ＳＮＳ（ＰＣ等）を使った検討はでき

ないか？郵送対応をやめて予算削減する検討はしないのか？ 〔73期：衣笠ＯＢ〕 

Ａ．以前に高校指導者訪問した際に資料の到着を確認している。末端まで周知できているか疑問 

だが、それをトリガーに対応しており役立っている。今後としては検討する必要がある。 

Ｑ. 10月の体育会ＯＢ・ＯＧ総会はオフィシャルなものなのか？〔86期：石橋ＯＢ〕 

Ａ．毎年の公式行事であり、ＯＢ会としてもＨＰ等にて周知し参加要請を行っている。メリット

あるかどうかは別として、関わっていると姿勢を示す意味で毎年数名で参加している。 

～第 3号議案 挙手にて確認～ 

    ④第 4号議案 平成 29年度予算案 ・・・黒木会計補佐（93期）より説明 （別紙 5） 

     ・29年度予算は今年度収入内で費用を見込んだ。 

     ～第 4号議案 挙手にて確認～ 

    ⑤第 5号議案 ＯＢ会会則改正案 ・・・渡辺事務局長（74期）より説明（別紙 6） 

     ・今年度も外部ヘッドコーチを依頼している。現状の指導体制をふまえ見直しを実施した。 

     ・第 10条及び第 11条において「監督」→「監督及びヘッドコーチ」と改めたい。 

Ｑ. 任期はどう考えるのか？役員の任期同様２年と考えるが、、〔73期：衣笠ＯＢ〕 

Ａ．ご指摘のとおりであるが、今後において不都合が生じたら次回改正とさせて頂きたい。 

Ｑ．“原則２年”と改正し、この場で決議を諮ってはいかがか？ 〔73期：衣笠ＯＢ〕 

Ａ．本会で決議を取ることとしたい。 

     ～第 5号議案 挙手にて確認～ ※追加改正部分も了承 

    ⑥第 6号議案 創部 90周年記念行事 ・・・古屋副会長兼幹事長（86期）より説明（別紙 7） 

     ・記念式典及びＯＢ戦の実施日は 2018年 5月中旬を第１案として予定 

      ｱ 90周年記念試合 ⇒ ⅰ）現役試合 VS福大予定  

ⅱ）ＯＢ試合 VS福大ＯＢ予定 （於：田尻ＧＦ） 

      ｲ 90周年記念講演会 ⇒ 講演者未定 （於：コミュニティセンター1階ホール） 

      ｳ 90周年記念式典 ⇒ 招待客招き祝賀会開催（約 170名） 会費 10,000円／人（於：百年館） 

      ｴ 10年のあゆみ作成 ⇒ 80周年以降の 10年間（2008～2017）の記事作成し、ＨＰ掲載 

      ｵ 記念グッズ ⇒ ⅰ）グッズ販売 昨年より年 2回実施。今春は緑ポロシャツ 3,500円／枚 

ⅱ）記念品検討（トートバック等） ※広告入りの検討 

ⅲ）表彰用はレプリカジャージを予定 



      ｶ レプリカジャージ ⇒ 見本品準備。 ネーム入りにて 15,000円／枚で販売予定 

      ｷ 旧公式ジャージ ⇒ 総会時より販売開始（58枚）  2,000円／枚で販売 

      ｸ 特別寄付金の協力 ⇒ 本年 3月以降に会報及びＨＰ掲載にて周知 

      ｹ その他 ⇒ 90周年記念に特化した口座開設 

Ｑ．記念グッズは西南外にも販売してよいか？ 〔86期：石倉ＯＢ〕 

Ａ．是非お願いしたい。 

Ｑ．広告検討と言うトートバックのイメージを教えてほしい。〔65期：長野ＯＢ〕 

Ａ．他見本を示し説明  

    ～第 6号議案 挙手にて確認～ 

 

   (2)報告事項 

    ①29年度指導体制 ・・・ 渡辺事務局長（74期）より説明（別紙 8） 

     ・ヘッドコーチ  岡田 佳（外部：とも整形外科スポーツクリニック） 

     ・アドバイザー  淵上 宗志（外部：コカコーラウエストジャパン） 

     ・コーチ          田中 敬太（12期:西南学院職員） 

     ・ディレクター  石川 陽二郎（12期：福岡市役所） 

     ・メディカル   福岡リゾート＆スポーツ専門学校（学生派遣） 

    〔現役幹部〕 

     ・主将         磯﨑 大雅（18期 大分舞鶴 ＰＲ） 

     ・副主将        大江 敦輝（18期 糸島 ＣＴＢ・ＦＢ） 

     ・主務         渡辺 道隆（19期 福岡 ＦＬ） 

     ・副務         堀江 亮 （20期 大分舞鶴 ＣＴＢ） 

     ・ＦＷリーダー     田上 裕介（19期 九州学院 ＬＯ） 

     ・ＢＫリーダー     鈴木 祐樹（19期 高鍋 ＳＯ） 

     ・ウエイトリーダー   鈴木 祐樹（同上） 

    ②現役活動報告 

     ・平成 28年度活動実績（戦績含む）の報告  

     ・平成 29年度活動予定およびリーグ戦日程の説明 

 

（3）新ＯＢの挨拶 ・・・ 16期：石橋 佳祐 

17期：賀来 裕介 

                17期：藤井 翔太 

                17期：白濱 邦浩 

                17期：高附 祐介 

                17期：梶原 詩織 

                17期：俵口 彩花 

                    

 ５．閉会の辞 ・・・ 渡辺事務局長（74期） 


