H29.1.29
西南学院大学ラグビー部ＯＢ会

平成２９年度第１回幹事会 議事録
作成：古屋

■日時

平成 29 年 1 月 25 日（水） 19:00～21:00

■場所

西南コミュニティセンター 1F 多目的室

（福岡市早良区西新 3 丁目）

■出席者 （敬称略）73 期：長谷川 74 期：渡辺 77 期：前田
87 期：梶谷 89 期：平井 90 期：堺

91 期：久保

85 期：中村、86 期：石橋

86 期：古屋

92 期：末岡 93 期：黒木 94 期：大曲

95 期：松本 12 期：石川 計 15 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)Ｈ２９ＯＢ総会議案関連
①Ｈ２８活動報告（案） 【渡辺事務局長】
別添資料のとおり ⇒了承
②Ｈ２８決算報告（案） 【長谷川会計担当】
③Ｈ２９活動計画（案） 【渡辺事務局長】
別添のとおり
・９０周年記念行事に関する委員会を幹事会開催時に実施予定
・Ｈ２８に実施できなかった高校訪問活動（合宿時等）を実施予定
★了承
④Ｈ２９予算（案）
・Ｈ２８では９０周年記念グッズの利益を計上したが、Ｈ２９以降は９０周年の特別会計で管理
していくこととする。
・本提案ではまだ単年度赤字であるが、2 年前までに比べると赤字幅がかなり減少した。
・「セカンドジャージ費用」「トレーナー補助金」は支出未定であるが、支出の可能性も否めず
予算化しておいた方が必要になった際に支出しやすいと考える。
→単年度が赤字にならない収支計画が好ましいのではないか。
→支出未定の項目は今年度計上せず、必要により発生する際は幹事会で承認行為を行い支出した
方が納得しやすい。となると、赤字解消する。
⇒支出未定の項目を計上せず、収支計画を赤字解消させることは構わない。ただし、支出の可能
性がある項目として幹事会において共有認識して頂きたい。
→「現役補助費」の年間補助額（定額分）は昨年と同等額を見込んでもよいのではないか？
（提案 25 万円→修正 30 万円）
→収入において、今年と来年は９０周年記念に伴う特別寄付金を別途依頼するので、今年の壮行
会実施に伴う寄付金は例年の半額でもよいと思う。（提案 20 万円→修正 10 万円）
→00 期以降の会費未納が顕著で、周知方法等何かやり方を考える必要があるのではないか。
⇒卒業するＯＢに対し卒業前の説明機会を設ける等、何らかアクションを起こすこととしたい。
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⇒上記の意見交換に伴う収入・費用の見直しを行うとともに、それ以外の費用に関し、減額でき
るもの逆に増額の必要があるものと再精査するので、そこは役員に任せて頂きたい。
★上記の意見交換をふまえ予算案訂正了承
⑤新たな指導体制（案） 【渡辺事務局長】
ヘッドコーチ

岡田

圭（外部）

アドバイザー

淵上

宗志（外部）

コーチ

田中

敬太（12 期ＯＢ）

ディレクター

石川

陽二郎（12 期ＯＢ）

メディカルサポーター

福岡リゾート＆スポーツ専門学校（学生派遣）

・淵上氏は今年でＨＣを退任するが、今後もアドバイザーとして支援をお願いし了承済。
・淵上氏より推薦頂いた岡田氏（昨年淵上氏の下でサポート）にＨＣをお願いし了承済。
・監督不在だが今年度は新ＨＣが指導し易い環境とし、継続して監督選定は検討としたい。
★了承
⑥会則の見直し（案）

【渡辺事務局長】

第 10 条 監督

監督 → 監督及びヘッドコーチ

第 11 条 任期

監督及びコーチ

→ 監督及びヘッドコーチ

・指導体制の変更に伴い、会則の見直しを行うこととする。
★了承
⑦ＯＢ会ＨＰへの広告掲載検討 【古屋副会長兼幹事長】
・前回の幹事会で「定常的な収入確保」のためのＨＰバナー広告の意見を受け検討を始めた。
・ＯＢ会ＨＰを管理している業者に以下確認した。
＊広告掲載を可能とするにあたりＨＰ構成変更が必要。それに伴うイニシャルコストは 1 万円
＊ランニングコストとして、掲載依頼を行うに必要となるデータ解析に 5 千円／月の年間 6 万円
＊広告掲載時の掲載手数料が 5 千円／件
＊広告掲載データは掲載者からの提供とする。仮にデータ制作を依頼した場合は１万円～／件
・自営するＯＢ数名に意見を聞いたが、お付き合いレベルなので「1 万円／年」程度
・「1 万円／年」程度であれば、費用対効果は非常に薄い。
・今すぐ始めるというより、数件（例：10 件）の広告掲載承諾を得てから開始するのも考えたい。
→お付き合いなので、年間 6 万円のデータ解析は必要ないと思う
⇒ＯＢを中心とした掲載依頼なので月々のデータ解析は不要としたい。
→データ解析を年 1 回 1 万円で業者に話を持ち掛けているが、その程度ならばどうだろう？
⇒ＨＰ構成変更に伴う費用と、未確定ではあるが年 1 回のデータ解析に係る費用の 2 万円をＨＰ更
改費用としてＨ２９年予算に追加計上したい。
⇒費用対効果は大きくないが「やる」「やらない」の判断は少し先送りし、検討継続したい。
★上記の意見交換をふまえ、ＨＰ広告掲載の検討継続ならびにＨＰ更改費用についてＨ２９年度予
算への追加計上（2 万円）了承
(2)創部９０周年の取り組み 【古屋副会長兼幹事長】
①実施内容等（案）
別添のとおり・・・ＯＢ総会時に提案予定
ⅰ）実施時期 ・・・2018 年 5 月中旬（or 4 月下旬）
ⅱ）実施場所 ・・・西南学院百年館（松緑館）他
ⅲ）実施内容等
・90 周年記念試合（案）

・・・ 対福大ＯＢ想定
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田尻Ｇ

・90 周年記念講演会（案） ・・・ クロスプラザホール
・90 周年記念式典（案）

・・・ 百年館（松緑館）

スライド準備

・10 年のあゆみ作成（案） ・・・ 80 周年以降の記事を集めＨＰ掲載
・記念グッズの作成、販売（案）・・・2018 年まで年 2 回の取り組み、当日の記念品準備
・レプリカジャージ作成、販売（案）・・・現役と同じジャージにて名前入り作成
・旧公式ジャージ販売（案） ・・・ ＯＢ総会時等に販売
・特別寄付金の協力（案） ・・・ 2017ＯＢ総会後寄付金趣意書発送
・その他（案）・・・特別寄付金口座の開設、記念品への広告検討
②スケジュール（案）
別添のとおり
③収支計画（案）
別添のとおり
・前回の幹事会において、広告協賛検討の提案を受け記念品への広告掲載を検討している。記念品
の候補に「トートバック」があるが、裏側や側面に企業名等掲載を考えたい。
・ＨＰバナー広告と同様、費用対効果がそれほど見込めるものではなさそうだが、掲載希望をヒア
リングする必要があり、「やる」「やらない」の判断は先送りし継続検討としたい。
・レプリカジャージは現役ジャージと同様なものとし、背番号の上にネームを入れたい。見本品は
ＯＢ総会当日までに準備する。価格は「15,000 円／枚」で仮設定している。
・旧公式ジャージと 2016 記念グッズ残品はＯＢ総会時に販売したい。
・記念品価格や記念式典参加費等については収支計画を想定し設定している。なかでも記念式典参
加費は一人に係る食事代や記念品等を考慮し「1 万円／人」で仮設定している。
・2017 春・夏記念グッズ（緑ポロシャツ）は 3,500 円／枚とし、利益目標の 12.5 万円を達成に向
け完売（100 枚）を目指したい。ＯＢ総会までに準備できるが販売時期を思案している。
・特別寄付金口座は 90 周年記念行事に特化した口座とする。
→ＯＢ総会時の販売品が多いが、折角の機会なので準備できる品は公表・販売した方がよい。
→旧公式ジャージの価格設定は難しいが、2～5 千円でもよいのではないか。
⇒記念式典参加費とレプリカジャージの価格は提案価格のとおりとし、旧公式ジャージについては
「2,000 円／枚」で設定したい。
⇒収支計画（案）については現段階での見込値で、更なる精度を上げて利益確保に努める。
⇒トートバックへの広告掲載は制作に係る費用も精査して取り組む判断を行いたい。
★上記の意見交換のとおり了承
【報告事項】
(1)ＯＢ総会の参加状況報告 【渡辺事務局長】
・現段階で「総会参加」25 名、「懇親会参加」23 名

※前年実績 41 名（更なる周知等実施）

(2)Ｈ２８シーズン後の挨拶まわり 【前田会長】
・シーズン終了後速やかに（12 月）、コカコーラウエストへ出向き、柴田副社長等にご挨拶。
淵上ＨＣのこれまでの派遣指導に御礼を述べる。
・その後、西南学院同窓会、校友課、学生課へ結果報告および次年度の協力依頼等に行ったが、校友
課には面会できたが、同窓会と学生課は不在。同窓会側からは後日御礼のメール返信を受けた。
２．現役活動について〔報告事項〕

【石川ディレクター】
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別添のとおり

(1)来年度幹部
主

将：磯崎大雅（18 期）

副主将：大江敦輝（18 期）

ＦＷリーダー： 田神裕介（19 期）

ＢＫリーダー、ウエイトリーダー：鈴木祐樹（19 期）

主

副主務：堀 航亮（20 期）

務：渡辺道隆（19 期）

(2)２月の練習日程
①開始日

2 月 1 日（水）

②時

2 月 1 日 16：30～19：00

間

以降、火・水・金・土 9：30～13：00
③実施場所

西南田尻グランド

④その他

３月以降の練習日程は未定

※ＯＢ総会日除く

今後の現役スケジュールを、石川ディレクターより毎月事務局長・幹事長宛に通知
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