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H29.7.2 

 

西南学院大学ラグビー部ＯＢ会 平成２９年度第３回幹事会 議事録 

 

作成：古屋 

 

■日時   平成 29年 6月 22日（木） 19:00～20:30 

 

■場所   西南学院百年館（松緑館） 2F会議室 2 （福岡市早良区西新 3丁目） 

 

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

89期：平井 90期：堺 93期：黒木 95期：大曲  計 10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  6月 20日現在    

    年会費：113名   565,000円（進捗率 59.5％） ※予算   950,000円（190名）  

    強化費： 85名   480,000円（進捗率 68.6％） ※予算   700,000円（140名） 

  ②今後の取り組み  

   ・会報及びＨＰにて現在の進捗状況（6月 20日現在）を示し納入依頼を行う。 

   →目標に向けて取り組むには早い手だてが必要である。 

⇒例年より早めに会報を送付し納入促進を図りたい。 

    ⇒了承 ・・・ 7 月上旬に会報発送し周知、ＨＰにも掲載 

 

(2)創部 90周年の取り組み 【古屋副会長兼幹事長】 

  ①特別寄付金の取り組み状況 

ⅰ）入金状況  6月 20日現在 

賛同者：24名     540,000円（進捗率 27.0％） ※目標 2,000,000円 

    ⅱ）今後の取り組み 

   ・90周年記念事業の取り組みにあたっては、特別寄付金集めを優先事項として取り組みたい。 

・先ずは年末までに 100万円以上を確保したい。ついては、毎月の進捗管理を徹底したい。 

   →ＯＢ会費等とは別に単独で趣意書の案内（郵送等）が必要ではないか？ 

   ⇒趣意書を乱発するというより、ＨＰがあるのでＨＰに随時掲載し訴求してはどうか。 

   ⇒了承 ・・・ 特別寄付金の入金状況報告と賛同依頼を随時ＨＰにて掲載 

  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.8」「収支計画案 vol.8」 

   ・記念品（土産品）の選定 

ｱ）式典参加者＋招待客に対して・・・トートバック（200枚）   

＊トートバック形状に関し 4 ﾀｲﾌﾟより 1 ﾀｲﾌﾟ選定 ⇒ ロゴマーク入れたサンプル品作成  

＊概算額：200枚＊1800円＝360,000円 

ｲ）寄付者＋団体＋式典参加者＋招待客に対して・・・オリジナルニモカ（200～300枚） 

＊単価未定（西鉄交渉中） ※デザインは別途検討 

＊概算額：300枚＊1000円＝300,000円 
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⇒記念品の品目決定 

・記念式典時のスライド上映 

＊80周年記念誌の活用とその後 10年の戦績・写真等の準備を進捗中 

・10年のあゆみ  ＊簡易な手作り冊子として作成予定 ※原稿等収集中 

・講演会（案）  ＊別途、実施方法及び人選等次回幹事会にて太田副会長より提案予定 

→高校生対象の単独講演会もしくは対談方式等々の意見があるが、実施時期も考慮する必要がある。 

⇒目的、ターゲットを明示して実施概要等の提案としたい。 

→実施概要等が明確になれば、集客方法についてもみえてくる。 

⇒講演会またはトークショーは今後の提案内容をみて引き続き検討すること了承 

・ＯＢ戦は福大ＯＢ会事務局長に対し 6月初めに頭出し実施済 ※現役試合を含めて調整予定 

   ③記念グッズの販売状況と在庫品の販売施策 

・記念グッズ販売状況 

1）2017年春・夏記念グッズ販売（緑ポロ） ＊現状販売：48枚（目標：90枚）達成率：53.3％ 

2）レプリカジャージ販売  ＊現状申込：9枚（目標：40枚）達成率：22.5％ 

3）旧公式ジャージ販売  ＊現状販売：29枚（残数：29枚、目標：全数完売）達成率：50％ 

→2017年春・夏の記念グッズ販売は前年 2回の取り組みより販売が鈍化している。 

→90周年記念に関する優先的取り組み事項は特別寄付の賛同集めと考える。 

それに集中するため、記念グッズ販売は 2017秋・冬で最後としたい。※来年度の実施は取り止め 

    →レプリカジャージの販売進捗も今一つなので、目標販売数を減少した。（40枚→25枚） 

    →旧公式ジャージは残数全部完売目指したい。 

    ⇒ＨＰ掲載にて周知し販売協力を依頼する。目標数の変更等了承 

   ④2017秋・冬記念グッズの取り組み 

    ・商品提案 

1案）パーカー     想定値 原価：4000円程度／枚、販売価格：5000円／枚  

2案）ブランケット   想定値 原価：1000円程度／枚、販売価格：2000円／枚 

→パーカーはこれまでの取り組み価格よりやや高額になり、また普段着としての利用が難しい。 

 →ブランケットはグリーン色がない。 

→スポーツタオルであれば利用価値が高いし、価格も抑えられるので販売がすすむのでは？ 

 →白地のスポーツタオルに緑の西南ロゴを入れるとよい。 

⇒商品をスポーツタオル（バスタオルよりやや小さめ）にすること決定 

     ⇒太田副会長へ報告し、規格や販売価格等は役員に一任すること了承 

   ⑤事業計画 

 ・収入計画  今回（6/22）：3,816,000円 ← 前回（4/17）：4,076,000円 ▲260,000円 

    ・支出計画  今回（6/22）：2,341,000円 ← 前回（4/17）：2,613,000円 ▲272,000円 

    ・利益    今回（6/22）：1,475,000円 ← 前回（4/17）：1,463,000円  ＋12,000円 

→特別寄付金の目標値は 200万円としているが、事業計画上は 160万円（前回 150万円）に修正 

→記念グッズ等販売関係の収入を減額したが、土産品等の価格を同価格程度見直した。 

→利益は 150万円を目標としているが、やはり特別寄付金集めが肝となる。 

→幹事会としては、特別寄付金集めに注力し取り組んでもらいたい。 

⇒了承 

    

【報告事項】 

(1)ＨＰへの広告掲載の取り組み状況 【古屋副会長兼幹事長】 

   ・バナー広告賛同を個別に依頼し、現時点の賛同者は別紙のとおり  ＊5件の賛同取得 
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  ・現在 3件デザイン調整中  ＊バナー広告イメージは別添のとおり 

  ・4～5件の準備が整い次第、掲載を始めたい。 

  ⇒了承 

 

 (2)その他 【渡辺事務局長】 

   ・西南学院同窓会総会 H29.6.9開催  ＊ＯＢ参加者 4名  ※チケットは 6枚購入 

   

２．現役活動について〔報告事項〕 【（代）古屋副会長兼幹事長】 

 (1)新入部員状況（H29.6.19時点） 部員：12名、ＭＧ：2名 

伊藤 大貴       筑紫高校     ＳＨ，ＳＯ，ＷＴＢ，ＦＢ 

松尾 幸樹       西陵高校     ＨＯ 

飯干 優        香椎高校     ＮＯ．８ 

川上 佑二       福岡高校     ＰＲ，ＨＯ 

吉田 歩生弥      西南学院高校   ＳＨ，ＳＯ 

佐藤 優之       西南学院高校   ＳＯ，ＣＴＢ，ＷＴＢ 

間瀬 滉介       西南学院高校   ＮＯ．８，ＣＴＢ 

岩永 大和       西南学院高校   ＦＬ，ＬＯ，ＰＲ 

小橋 孝平       西南学院高校   ＳＨ，ＷＴＢ 

尾形 遼馬       福岡舞鶴高校   ＨＯ 

粢田 徹（ﾋﾄｷﾃﾞﾝ）   東福岡高校     

福田 敦朗       小倉高校     ＦＬ 

 加藤 稚菜       西陵高校     ＭＧ 

 浅野 未来       福岡高校     ＭＧ  

 

(2)今後のスケジュール（主な予定） 

7/9      ＶＳ 帆柱クラブ 〔田尻Ｇ〕 

7/15     ＶＳ ＡＰＵ（予定）  春シーズン終了コンパ 18時～ 

8/8～12    夏合宿 〔田尻Ｇ〕 

8/26     壮行会 〔華風 福寿飯店〕 

    9/9      ＶＳ 九州共立大学 〔共立Ｇ〕   15時 K.O 

 9/16     ＶＳ 福岡工業大学 〔未定〕    15時 K.O 

 9/23     ＶＳ 鹿児島大学  〔田尻Ｇ〕   13時 K.O 

 9/30     ＶＳ 福岡大学   〔未定〕    13時 K.O 

 10/14     ＶＳ 九州大学   〔未定〕    13時 K.O 

 10/21     ＶＳ 日本文理大学 〔田尻Ｇ〕   13時 K.O 

 10/29     ＶＳ 志學館大学  〔鹿児島未定〕 14時 K.O 

 11/11     順位決定戦①     

 11/19     順位決定戦② 

 12/2     入替戦 

 

３．その他 【渡辺事務局長】 

 (1)居所不明者の調査 

   ・前回幹事会（H29.4.19）以降、14名が判明   ※継続して取り組みを行う 


