H29.12.10
西南学院大学ラグビー部ＯＢ会 平成２９年度第５回幹事会 議事録
作成：古屋
■日時

平成 29 年 11 月 28 日（火）

19:00～20:30

■場所

西南学院百年館（松緑館） 2F 会議室 1 （福岡市早良区西新 3 丁目）

■出席者 （敬称略）69 期：薄 73 期：衣笠 74 期：渡辺 77 期：前田 79 期：田中
86 期：古屋 87 期：太田 89 期：因幡

89 期：平井

90 期：堺

86 期：石橋

93 期：黒木 94 期：大曲

計 13 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会費および強化費の納入促進施策 【黒木会計担当補佐】
①現状の入金状況

11 月 24 日現在

年会費：164 名

820 千円（進捗率 86.3％）

※予算

950 千円（190 名）

強化費：118 名

690 千円（進捗率 98.6％）

※予算

700 千円（140 名）

②今後の取り組み
・ＨＰにて進捗状況（11 月 30 日現在）を示し最後の納入依頼を行う。
⇒

了承

・・・ 12 月に再度入金状況等をＨＰ掲載

③次年度予算案の検討 【黒木会計担当補佐・古屋副会長兼幹事長】
ⅰ）29 年度見込値 ・・・ 予算に対し▲129 千円の単年度赤字
収入：1,669 千円（29 予算：1,750 千円）

→ ▲81 千円

支出：1,798 千円（29 予算：1,750 千円）

→

48 千円増

→ 残り１ヶ月会費等納入促進をはかり、赤字額低減に向けて取り組む
ⅱ）30 年度予算案 ・・・ 単年度±とする
収入：1,760 千円（29 予算：1,750 千円）

→

10 千円増

支出：1,760 千円（29 予算：1,750 千円）

→

10 千円増

→ 全体としては、ほぼ前年ベースとするが、内訳について精査し再調整を行う。
⇒

了承

(2)創部 90 周年の取り組み 【古屋副会長兼幹事長】
①特別寄付金の進捗状況と今後の促進施策
ⅰ）入金状況 11 月 24 日現在
・賛同者：63 名

1,060 千円（進捗率 53.0％）

※目標 2,000 千円

ⅱ）今後の取り組み
・年末迄に 100 万円→120 万円以上に目標変更したが、その達成に向け再度依頼をかける。
・ＯＢ会費とともにＨＰにて訴求、毎月の進捗管理を徹底する。
⇒

了承

・・・ 特別寄付金の入金状況報告と賛同依頼を 12 月にＨＰ掲載
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②実施予定項目の進捗状況と今後の取り組み ※「スケジュールイメージ vol.12」
ⅰ）記念式典
・5 月 19 日（土） ※ＯＢ戦、講演会も同日実施
・記念式典の開始時間については、当日の詳細スケジュールを勘案し別途明示する。
・招待客および案内先等は整理中
・12 月の五役会に一次案を提示し、1 月幹事会で報告予定 【渡辺事務局長】
⇒

了承

ⅱ）記念品（土産品：Ｂ案）の確認

【デザイン案作成：太田副会長】

・オリジナルニモカのデザイン案の選定
・前回の 3 案（基本版）を基に詳細案（4 パターン：Ａ～Ｄ案）から選定
・13 名の幹事会参加者の多数決にて選定
→

１回目 ＞

→ 決戦投票 ＞
⇒

Ａ案：5 票、Ｂ案：1 票、Ｃ案：3 票、Ｄ案：4 票
Ａ案：8 票、Ｄ案：5 票

Ａ案に決定
※土産品（Ａ案）については前回幹事会にてトートバック確定（サンプル確認済）

ⅲ）功労者表彰の記念品選定と対象者選定
〔記念品選定〕
・前回幹事会にて博多人形の“ラガードール”に決定
・3 月末までに発注 → 4 月末完成

【発注担当：94 期：大曲幹事】

・希望背番号およびネーム入りにて作成
〔対象者選定〕
・51 期：坂本譲先輩（故人）、51 期：吉田喜剛先輩（故人）、65 期：長野輝夫先輩、
69 期：薄善行先輩、淵上宗志前ＨＣ、岩間徹前ラグビー部長
⇒

計6名

了承

ⅳ）スライド上映
・素材は８０周年記念誌の記事等ならびに８０周年以降の 10 年間の戦績・写真等を収取
→スライド内容は作成完了 【前田会長作成済】
→紙面化した内容を参加幹事確認
ⅴ）講演会
ｱ 人選･･･前回幹事会にて“二ノ丸友幸さん”で決定
※人材育成コンサルタント事業・プロコーチング事業「Work Life Brand」設立
プロコーチとして 12 チーム（御所実業・長崎南山他）と契約
ｲ 会場･･･西南コミュニティセンターホール（予定） ※集客数：最大 205 名
ｳ 参加･･･西南学院大学（理事長等学校代表、同窓会代表、体育会ＯＢ代表等）
ラグビー関係者（ラグビー協会、大学指導者、高校指導者、社会人チーム代表者、
クラブチーム代表者の他、ＯＢ・ＯＧ、現役選手等々）

計 150～200 名程度

ｴ テーマ･･･“強い組織をつくるための人材育成” ＊太田副会長と二ノ丸氏と協議し決定
⇒

了承

ⅵ）１０年のあゆみ作成
・10 年間の戦績・写真・コメント等を収集
→ほぼ作成完了 【前田会長作成済】
→紙面化した内容を参加幹事確認
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ⅶ）ＯＢ戦
・福大ＯＢ会の事務局長に対し口頭にて依頼済
ⅷ）記念グッズ〔既存の取り組み〕
・別添進捗状況にて確認
＊2016 春・夏
〃

白ポロシャツ：111 枚／122 枚 （残 11 枚）
ハーフパンツ：56 枚／60 枚

（残 4 枚）

＊2016 秋・冬

ネックウォーマー：64 枚／100 枚

＊2017 春・夏

緑ポロシャツ：50 枚／50 枚 （完売）

〔利益：162,962 円〕

（残 36 枚） 〔利益：62,060 円〕
〔利益：58,820 円〕

＊その他施策Ⅰ 旧公式ジャージ：36 枚／58 枚 （残 22 枚）

〔利益：72,000 円〕

＊その他施策Ⅱ レプリカジャージ：9 枚

〔利益：37,760 円〕

→ネックウォーマー、旧公式ジャージ、レプリカジャージはＨＰに掲載し販売強化する。
⇒

了承

ⅸ）記念グッズ〔新規の取り組み〕・・・2017 秋・冬の取り組み
・90 周年記念グッズ作成は今回で最後の取り組みとする。
・商品：スポーツタオル（白地に西南ロゴ入り） 96 枚発注
・「2,200 円／枚」で募集し、66 枚申込みあり ※11 月 27 日現在
・残 30 枚の販売取り組み強化を図る。
・販売進捗次第では追加してスポーツタオル作成し、記念式典当日まで販売を行う。
⇒

了承

③事業計画案

※「収支計画案 vol.12」

ⅰ）収入計画 今回（11/28）：3,816,540 円

← 前回（9/19）：3,776,000 円

42,540 円増

ⅱ）支出計画 今回（11/28）：2,316,000 円

← 前回（9/19）：2,331,000 円

▲15,000 円

ⅲ）利益

← 前回（9/19）：1,445,000 円

57,540 円増

今回（11/28）：1,502,540 円

→記念グッズ利益①（2016 年度販売商品）の収入を増額（280 円増）した。
→記念グッズ利益②（2017 年度販売商品）の収入を増額（50,000 円増）した。
→レプリカシャージの販売が鈍いこともあり収入を減額（▲1,740 円）した。
→旧公式ジャージの販売数減による収入を減額（▲6,000 円）した。
→功労者記念品の商品見直しにより費用を減額（▲15,000 円）した。
⇒

了承

(3)その他
①次年度のＯＢ会役員体制 ・・・ 役員改選期にて若干の変更等実施
〔改選案〕 現行からの変更内容
顧 問

51 期：坂本 譲ＯＢ（死亡による除役）

副会長

87 期：太田 伸二ＯＢ（除役） →

88 期：寺下 裕章ＯＢ（新任）

会 計

73 期：長谷川直樹ＯＢ（除役） →

93 期：黒木 弘ＯＢ（新任）

会計補佐

93 期：黒木 弘ＯＢ（会計担当へ）

→ 94 期：大曲 史朗ＯＢ（新任）

会計幹事

73 期：土屋 剛ＯＢ（除役）

89 期：因幡 敏幸ＯＢ（新任）

→

強化委員 88 期：寺下 裕章ＯＢ（新任） ※副会長兼任（主は副会長）とする。
②次年度の指導者体制 ・・・ 次年度も岡田コーチへ継続依頼（予定）
・年内に岡田コーチの慰労会を行い、次年度以降に関して意見交換を予定
⇒

了承
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【報告事項】
(1)ＯＢ会ＨＰへの広告掲載

【古屋副会長兼幹事長】

・バナー広告賛同者：ＯＢ６名
＊介護タクシーつばさ（73 期：衣笠勝人ＯＢ）
＊熊本すみれ保育園（77 期：岡龍介ＯＢ）
＊門田提灯店（84 期：門田明寛ＯＢ）
＊ＳＯＵＴＨ ＣＯＡＳＴ ＷＩＮＥＲＹ（87 期：太田伸二ＯＢ）
＊髙木総合開発設計（87 期：髙木和彦ＯＢ）
＊ウィル・システムズ（88 期：高山有朋ＯＢ）
・１０月１６日よりＨＰへ掲載開始
・引き続き、ＯＢを中心に賛同者を拡大する。
(2)西南学院大学体育会ＯＢ・ＯＧ総会 【渡辺事務局長】
・日 時

2017.10.28（土）18 時～

・場 所

西南学院百年館（松緑館）

・参加者

ＯＢ13 名参加

・その他

68 期：上田幸造ＯＢが「福岡市スポーツ協会功労賞の受賞」により本会の特別賞受賞

(3)平成２９年度ＯＢ総会の日程等
・日時

２０１８年２月１７日（土）

・場所

西南学院クロスプラザ（予定）

２．現役活動について

総会：１１時～

懇親会：１２時～

【（代）古屋副会長兼幹事長】

(1)シーズン結果（リーグ戦・順位決定戦）

9 月 9 日（土）

VS 九州共立大 ＠共立 G 15 時 K.O

●19 対 89 （前：7-42 後：12-47）

9 月 16 日（土）

VS 福工大 ＠田尻ＧＦ 15 時 K.O

●12 対 84 （前：12-41 後：0-43）

9 月 23 日（土）

VS 鹿児島大 ＠田尻ＧＦ 15 時 K.O

●24 対 42 （前：5-21 後：19-21）

9 月 30 日（土）

VS 福岡大 ＠福大 G 14 時 K.O

●36 対 72 （前：15-40 後：21-32）

10 月 14 日（土） VS 九州大 ＠田尻ＧＦ 15 時 K.O

○48 対 26 （前：26-7 後：22-19）

10 月 21 日（土） VS 日本文理大 ＠田尻ＧＦ 13 時 K.O

●7 対 24 （前：7-5 後：0-19）

10 月 29 日（日） VS 志學館大 ＠鹿児島県ラグビー・サッカー場 11 時 K.O
○62 対 0 （前：33-0 後：29-0）
11 月 11 日（土） 順位決定戦① VS 九州大 ＠田尻ＧＦ 12 時 K.O
●26 対 41 （前：14-10 後：12-31）
11 月 19 日（日） 順位決定戦② VS 志學館大 ＠鹿児島県ラグビー・サッカー場 12 時 K.O
○52 対 19 （前：33-7 後：19-12）
12 月 2 日（土）

入替戦 VS 長崎大 ＠田尻ＧＦ 13 時 K.O （予定）

(2)今後の予定

12 月 2 日（土）

18 時～ 納会 ＠魚民西新店

4

