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H29.10.2 

 

西南学院大学ラグビー部ＯＢ会 平成２９年度第４回幹事会 議事録 

 

作成：古屋 

 

■日時   平成 29年 9月 19 日（火） 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 85期：中村 86 期：古屋 87 期：太田 

 89期：因幡 90 期：堺 93期：黒木 94 期：大曲 96期：川原田  計 11 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  9 月 15日現在    

    年会費：156名   780,000 円（進捗率 82.1％） ※予算   950,000 円（190名）  

    強化費：108名   635,000 円（進捗率 90.7％） ※予算   700,000 円（140名） 

  ②今後の取り組み  

   ・ＨＰにて現在の進捗状況（9月 30 日現在）を示し納入促進を図る。 

   ・幹事長より個別メールにて納入依頼を行う。 

    ⇒了承 ・・・ 10 月上旬にＨＰ掲載 

 

(2)創部 90周年の取り組み 【古屋副会長兼幹事長】 

  ①特別寄付金の進捗状況と今後の促進施策 

ⅰ）入金状況 9月 15 日現在 

・賛同者：48名     880,000円（進捗率 44.0％） ※目標 2,000,000 円 

     ⅱ）今後の取り組み 

    ・年末迄に 100万円以上を目標としていたが、更なる上積みし 120 万円以上を目指したい。 

    ・現在 48 名の賛同者と考えると、単純に＋100名の＋100万円は難しい数値ではない。 

    ・ＯＢ会費とともにＨＰにて訴求、毎月の進捗管理を徹底することとする。 

    ⇒了承 ・・・ 特別寄付金の入金状況報告と賛同依頼を 10月上旬にＨＰ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.10」 

   ⅰ）記念式典・・・来月以降、式典へ招待する案内先等整理を行っていきたい。 

実施日については 5月 19日（土）として学校側と仮押さえの調整を行う。 

    ⅱ）記念品（土産品）Ａ・Ｂ案の確認 

ｱ 式典参加者＋招待客に対して・・・トートバック（200 枚）   

・サンプル品の確認 ⇒了承   ＊概算額：200枚＊1000 円＝200,000 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（300枚） 

・デザイン案（５種：1～5案）から基本版を選定し、字体含めた詳細提案実施 

⇒3 案を選定 7票/11 票 →次回幹事会時に詳細提案実施 

＊概算額：300枚＊1080円＋デザイン料＝350,000円 
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   ⅲ）表彰用の記念品の選定・・・レプリカジャージを当初予定 

      →これまでの記念品はペナントが主流であったが、博多人形の“ラガードール”はどうか？ 

      ⇒ラガードール了承 

      →表彰対象の候補者は？？ 

      →51期：坂本譲先輩、51期：吉田喜剛先輩、54期：岡本信弘先輩、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 等々 

      →本日の候補者含めて引き続き対象者検討 

      ⇒了承 

    ⅳ）スライド上映 

８０周年記念誌の写真等を抜粋して活用、その後 10年の戦績・写真等の準備を進捗中 

    ⅴ）講演会 

ｱ 人選･･･役員会にて人選をすすめてきたが「二ノ丸友幸氏」としたい。 

      ※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･･･講演内容は別途実施方法等含め検討継続 

     案 1）指導者向け･･･コーチのためのコーチング 

     案 2）現役向け･･･ラグビーに向き合う姿勢、チームにおける個人の役割と責任 

       案 3）一般向け･･･世界のラグビーのトレンドと World Cup の展望 

   →テーマについては、太田副会長にて講演者と相談する等再検討し提案 

        →招待状送付の際に講演会についても案内する。 

        ⇒了承 

    ⅵ）１０年のあゆみ作成   

既にＯＢから原稿等を収集済であり、ほぼ整備が出来ている状況にある。 

    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：110枚／122枚 （残 12枚）    

          〃        ハーフパンツ：56枚／60枚 （残 4 枚）      〔利益：159,162円〕 

       ＊2016 秋・冬  ネックウォーマー：64 枚／100枚 （残 36枚） 〔利益：62,060 円〕 

       ＊2017 春・夏  緑ポロシャツ：49枚／50枚 （残 1 枚）       〔利益：55,320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。 

・前回幹事会で了承された商品（白地に西南ロゴを入れたスポーツタオル）とする。 

・数量としては 100枚発注予定 

・本日より「2,200 円／枚」にて募集開始 
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  ③事業計画案  ※「収支計画案 vol.10」 

 ⅰ）収入計画  今回（9/19）：3,776,000 円 ← 前回（6/22）：3,816,000 円 ▲40,000 円 

    ⅱ）支出計画  今回（9/19）：2,331,000円 ← 前回（6/22）：2,341,000円 ▲10,000 円 

    ⅲ）利益    今回（9/19）：1,445,000円 ← 前回（6/22）：1,475,000円 ▲30,000 円 

→レプリカジャージの販促がすすんでいないこともあり、収入を減額（▲4万円）した。 

→記念品の物品が確定したこともあり作成費を修正（▲11万円）した。 

→講演会の人選がみえてきたこともあり、現状想定される数値に修正（10万円増）した。 

→利益額は 150 万円を一定の目標としており、引き続き特別寄付金集めがポイントとなる。 

⇒了承 

   

【報告事項】 

(1)ＯＢ会ＨＰへの広告掲載  【古屋副会長兼幹事長】 

   ・バナー広告賛同を個別に依頼し、現時点の賛同者は 6 名 

  ・現在 3件デザイン確定、3 件を最終修正中 

  ・最終確定後の 10月上旬より、6 件（別添）から掲載を始める。 

 

 (2)現役壮行会開催 【渡辺事務局長】 

   ・日 時   2017.8.26（土）18時～ 

   ・場 所   華風福寿飯店（福岡市中央区大名 1-8-22） 

   ・参加者   現役、部長、ＨＣの 42 名＋ＯＢ、ＯＧの 21名＝計 63名の参加 

   ・その他   協賛金による賛同 99,000 円（計 26 名）の受入れ （目標値：100,000円） 

   

２．現役活動について 【（代）古屋副会長兼幹事長】 

 (1)秋シーズン予定（リーグ戦等） 

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 

9 月 30 日（土）  VS 福岡大学 ＠福大 G 14 時 K.O 

10 月 14 日（土） VS 九州大学 ＠田尻ＧＦ 15 時 K.O 

10 月 21 日（土） VS 日本文理大 ＠田尻ＧＦ 13 時 K.O 

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 

11 月 11 日（土） 順位決定戦①（湯布院スポーツセンターor 田尻ＧＦ） 

11 月 19 日（日） 順位決定戦②（北九州 or 春日 or 鹿児島） 

12 月 2 日（土）  入替戦 

 

(2)４年生の就職状況 

  西広、はせがわ、翔薬、ヤマエ久野、ＦＩＥＬＤＳ、日本郵便、ＪＲ九州エージェンシー 

  ＮＴＴ西日本、菰田総合法律事務所、福岡銀行 

 

３．その他  

  ・セカンドジャージの作成･･･同窓会より費用負担されるが、一旦はＯＢ会側で立替払いとする。 

・女子マネが試合ビデオを撮影し YouTube にアップしている。カメラ等機材購入予定 

・86期石橋ＯＢが市議会議員補選（11月）に立候補予定であり、同期ＯＢで花等の支援を行う。 


