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H30.1.28 

 

西南学院大学ラグビー部ＯＢ会 平成３０年度第１回幹事会 議事録 

 

作成：古屋 

 

■日時   平成 30年 1月 25日（木） 19:00～20:40 

 

■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）73期：衣笠 74期：渡辺 77期：前田 79期：田中 85期：中村 86期：古屋 

 87期：太田 87期：梶谷 88期：高山 88期：下川 89期：平井 90期：堺 92期：末岡 

93期：黒木 94期：大曲 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)ＯＢ総会議案関連 

  式次第の確認、ならびに議長予定者、議事録作成人予定者の確認 

  ・別紙（式次第）のとおり ⇒ 了承  ※議長等は別途個別依頼 

  ①Ｈ２９活動報告（案） 【渡辺事務局長】    

別添資料のとおり ⇒ 了承 

  ②Ｈ２９決算報告（案） 【黒木会計補佐】 

   〔収入見込〕              計：2,829,027円 

      内訳） Ⅰ. 年会費：       880,000円 （176名） 

             Ⅱ．強化費：       771,000円 （130名） 

             Ⅲ．特別寄付金等：    102,000円 （ 27名） 

             Ⅳ．ＨＰ広告掲載料：    50,000円 （  5名） 

   Ⅴ．利息・雑収入：       46円 

小計        1,803,046円   

Ⅵ. 繰越金       1,025,981円 

                                           

〔支出見込〕              計：2,829,027円 

      内訳） Ⅰ. 現役強化：     1,305,250円 

             Ⅱ．新入部員獲得：     34,811円 

             Ⅲ．事務局運営：     470,059円 

             Ⅳ．予備：         10,000円 

                小計        1,820,120円    単年度 ▲17,074円  

             Ⅴ．次期繰越金     1,008,907円  

    ・年会費＋強化費＝165万円を超え、目標値（165万円）を達成した。 

    ・今年よりＨＰ広告掲載を開始したことにより、広告掲載料収入が発生した。 

    ・今年も単年度赤字となったが、黒字化まであと少し（▲17,074円）と改善された。 
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    ・事務局運営費のなかで「総会飲食費補助」が 11万円強とやや目立った感がある。 

→ ＯＢの総会参加者数次第で本補助が増減する。（前回はＯＢ35名参加で 11万円超） 

⇒ 了承 

  ③役員改選（案） 

〔退任者〕  

顧問    坂本 譲（51期） 故人 

副会長   太田 伸二（87期） 

会計担当  長谷川 直樹（73期） 

会計監事  土屋 剛（73期） 

〔新任者〕 

副会長   寺下 裕章（88期） ※強化委員兼務 

会計監事  因幡 敏幸（89期） 

会計補佐  大曲 史朗（94期） 

〔役職変更〕 

会計    黒木 弘（93期） ※前会計補佐 

     ・上記以外の役員は留任 

     ・現役指導体制については前年度より継続予定 

     ⇒ 了承  

  ④Ｈ３０活動計画（案） 【前田会長】 

    別添のとおり 

・今年のＯＢ会としての目玉は９０周年記念行事であり、幹事会一体となって取り組みたい。 

⇒ 了承 

   ⑤Ｈ３０予算（案）   【古屋副会長兼幹事長】 

 〔収入案〕               計：2,818,907円 

      内訳） Ⅰ．年会費：       900,000円 （180名） 

             Ⅱ．強化費：       750,000円 （150名） 

             Ⅲ．特別寄付金等：     90,000円 （ 30名） 

             Ⅳ．ＨＰ広告掲載料：    70,000円  

     小計        1,810,000円  

Ⅵ. 繰越金       1,008,907円 

   〔支出案〕               計：2,818,907円 

      内訳） Ⅰ. 現役強化：     1,230,000円 

             Ⅱ．新入部員獲得：     60,000円 

             Ⅲ．事務局運営：     510,000円 

             Ⅳ．予備：         10,000円 

                小計        1,810,000円       

             Ⅴ．次期繰越金     1,008,907円  

    ・今年は単年度黒字化目指し取り組むこととしたい。 

    ・今年迄９０周年用特別寄付を依頼しているが、それとは別に壮行会特別寄付も例年通り募る。 

    ・費用に関しては基本的には前年度ベースで計上している。 

    ・現役強化費の「現役補助」を 10万円減額しているが、遠方の遠征（沖縄）がないため減額 

    ⇒ 了承 
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 (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 

     ・2018年 1月 22日現在  120万円（計 76名） ※目標値：200万円（進捗率：60％） 

・残り 3ヶ月半の取り組みとなる。高い目標値であるが、同期等への呼びかけをお願いしたい。 

・併せて、記念式典への参加の呼びかけをお願いしたい。 

⇒ 了承 

   ②実施予定項目の進捗状況と今後の取り組み 

ⅰ）記念式典等の案内 

ｱ．対象者（案内先） ※別添にて対象者（案）あり 

  ・西南学院関係者（院長、学長、同窓会、体育会ＯＢ・ＯＧ、学生部、校友会）  

・ラグビー関係者（協会・社会人・クラブ・大学・高校・ラグビースクール） 

→ これまで接点がなかった組織に対しても西南を知らしめるうえで招待状を送る。 

⇒ 了承 

       ｲ．案内時期 

・3月 20日発送 → 4月 20日締切り  ⇒ 了承 

ｳ．案内方法 

・対象者へ招待状（返信ハガキ同封）を送付  

→ 招待状（案）は別添のとおり  ※文案は別途確認要 

⇒ 了承 

ⅱ）記念品 

ｱ．記念品（Ａ）：トートバック   

・2月上旬に発注予定 

ｲ．記念品（Ｂ）：デザインニモカ  

・デザイン案の最終確認 →“Ｗe are strong !”を目立たせる。 ⇒ 了承 

・2月中旬までに発注予定 

     ⅲ）講演会 

       ｱ．テーマ  “強い組織に不可欠なフォロワーシップとは！” ⇒ 了承 

       ｲ．講演者   二ノ丸友幸氏 

     ⅳ）スライド上映、90年のあゆみ 

       ・資料等は準備完了 

     ⅴ）ＯＢ戦 

       ｱ．案内状 → 福大ＯＢ会に対し案内状（別添）送付予定  ※文案は別途確認要 

       ｲ．現役戦 → ＯＢ戦だけでなく現役戦を相談するが、現役戦ＮＧの場合ＯＢ戦のみ 

       ｳ．場所 → 西南田尻グリーンフィールド 

ｴ．試合形式 → 15分×3本（予定） 

     ⅵ）記念グッズ販売状況 

       ｱ．スポーツタオル 残 39枚 

       ｲ．ネックウォーマー 残 36枚 

       ｳ．旧公式ジャージ 残 22枚 

       → ＯＢ総会ならびに記念式典等で販売実施  ⇒ 了承 

 ③事業計画（案） ※「収支計画案 vol.14」 
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ⅰ）収入計画 今回（1/25）：3,846,784円 ← 前回（11/28）：3,818,540円 28,244円増 

     ⅱ）支出計画 今回（1/25）：2,316,000円 ← 前回（11/28）：2,316,000円 ±0円 

     ⅲ）利益   今回（1/25）：1,530,784円 ← 前回（11/28）：1,502,540円 28,244円増 

・収入計画・・・現状においては記念グッズ利益のみ見直し 

      ・支出計画・・・具体的に商品発注等発生していくので次回以降増減発生する。 

      ⇒ 了承 

   ④記念式典当日のスケジュール（案） 

    12：00  ＯＢ戦  in西南田尻グリーンフィールド  ※現役試合実施の場合調整 

      ↓ 

16：30  講演会  in西南学院大学コミュニティセンターホール 

  ↓ 

18：30  記念式典  in西南学院クロスプラザ 

 ・上記予定で仮設定するが、案内状発送まで再考し確定する。 ⇒ 了承 

 

【報告事項】 

(1)ＯＢ総会の参加報告状況  【渡辺事務局長】 

    2018年 1月 24日現在  28名 別添のとおり 

  ・総会開催時まで参加を募ることとする。 

  

(2)Ｈ２９シーズン後の挨拶まわり 

   ・会長および事務局長にて、西南学院の同窓会、校友会、学生課へ訪問し、シーズン終了報告を実施 

   ・コカ・コーラウエストの柴田会長を訪問し、淵上アドバイザーの支援等に関する御礼等実施 

 

２．現役活動について  

 (1)Ｈ２９活動実績 

  ・省略  ※ＯＢ総会時に報告 

 

(2)Ｈ３０活動予定 

  ・現時点未定  ※ＯＢ総会時に報告 

 

３．その他 

  就職支援活動について 

  ・ＯＢから就職支援強化の検討依頼が提示されたが、現状の課題等ＯＢと別途意見交換を実施後、必要

により議論のこととしたい。 

  ⇒ 了承 


